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表紙写真：中国内モンゴル自治区のグゲンダラ
草原に沈む夕日。2019 年度（第 45 回）日中経
済協会合同訪中代表団は 9 月 9 日から 6 日間
の日程で、北京市および内モンゴル自治区を訪
れ、李克強国務院総理との会見や経済政策に
関わる中国各政府部門との交流（全体会議）を
行い、内モンゴル自治区の首府フホホト市では
布小林主席をはじめとする自治区政府幹部、地
元企業との交流を行った。また一行はフホホト
市郊外のグゲンダラ草原で遊牧民のパオを模し
たホテルに投宿し、大草原の雄大な景色と中秋
の満月に様々な思いを馳せた。
（日中経済協会
撮影）

東北の全面振興のチャンスを捉えた実務的な
日中経済貿易協力の推進

「2019年日中経済協力会議－於黒龍江」開催報告
■後藤正博

一般財団法人日中経済協会 東北開発・イノベーション事業部 次長

28 時々刻々

中日プライベート・エクイティ・ファンド協力への展望

■黄耀文
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中国個人所得税法の改正と駐在員の納税実務の変化
■鄭林根

本誌に記載されている記事などの内容や意見は、
外部原稿を含め執筆者個人に属し、
日中経済協会の公式意見を示すものではありません。

32

DT弁護士法人 中国律師

情報クリップ
2019年度 日中経済協会合同訪中代表団を派遣
第２回自動運転に関する日中官民合同セミナーを開催 ほか

巻頭言

日中経済協会合同訪中団
に参加して
一般財団法人日中経済協会 副会長
三井不動産株式会社 代表取締役会長

岩沙弘道

中国政府要人との会見や政府諸機関との対話を通じ

京を訪れ、終始友好的な雰囲気の中で行われた

京より一足早い秋晴れの空が澄み渡る九月の北

う。そのためには、自由なデータ流通を世界規模で推

が次なる発 展ステージへと飛躍していけることでしょ

と知見を組み合わせて新たな価値を創出し、それぞれ

新 産 業 創 造などの分 野では、 両 国が蓄 積したデータ

東
て、歴史の幾山河を乗り越えてきた日中の今という時

進する上で

大阪サミットで合意された

代の風を直に肌で感じ、改めて中国という大国との行

私見を申し添えさせていただきました。

り、スマートシティの実現に向けた日中協力」について

連し、商務部との会議において「持続可能なまちづく

待を表明いたしました。私自身もそれらのテーマに関

言し、「日中協力の新展開」への積極的かつ広範な期

と社会システムの整備など新たな領域での可能性を提

ションによるスマート社会の実現や安全・安心な環境

して、従来からのビジネス環境の改善に加え、イノベー

ナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー」と題

今回の訪中団では日本側から、「グローバル・ガバ

国自身の持続的な経済発展につながっていくものでも

この質の高い自由貿易の推進こそは、取りも直さず中

ことで、国際的な信頼と協調の輪が拡がっていきます。

ける多国間での自由貿易体制構築に向け連携していく

経 済 連 携（RCEP）など、 アジア太 平 洋 地 域にお

れているのです。さらに両国が、 東アジア地域包括的

の秩 序 形 成に、 責 任ある役 割を果たすことが期 待さ

位の経済大国として、より高い水準のグローバル経済

ていくべき責務があると考えます。世界第 位・第

の信頼と協調を一層強化して次世代の世界をリードし

確保などの普遍的な価値・原則を分かち合い、 相互

（ Data Free Flow with Trust
）の実現が不可欠です。
日中両国は公平性・公正性・透明性・説明責任の

く末に思いを馳せることとなりました。

」を未
日本国内では、超スマート社会 「 Society5.0
来社会の姿として共有し、 経済発展と社会課題解決

あります。

周年を迎えました。日中両国は、 まさに
より良い暮らしを求める人々の願いは主義や体制の違

互恵関係」を、ともにこれから築いていくスタートラ

この新時代の幕開けにふさわしい「未来志向の戦略的

に習近平主席をお迎えする日が待たれます。

年が改まり、桜の花咲く頃、日本の最も美しい季節

いに関 係なく万 国 共 通 だからです。 日 中 双 方が共 通

国は建国

奇しくも今年、日本は新元号令和の世となり、 中

3

インに立ったと言えましょう。

国だけにとどまらず、 中国とも共有しうるものです。

を目指していますが、この理念とアプローチは日本一

を両立させ、快適で活力に満ちた質の高い生活の実現
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の認識と相互理解のもとに国内外の様々な課題に取り
組むならば、必ずや中国は産業面でも民生レベルにお
いても社 会 全 体をさらに一段 大きくレベルアップさせ
ることが出来ます。とりわけ環境、ライフサイエンス、
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日中経済交流の展望
一般財団法人日中経済協会 北京事務所 所長

～合同訪中代表団を終えて～
■岩永正嗣

14

れの中での派遣となった。

代表団派遣に当たっては、今回も産

ト社会の実現、水素、気候変動や海

である。イノベーションによるスマー

い大雨に見舞われたものの、翌日から

を果たした。北京もこの時期には珍し

国家主席の国賓としての訪日を招請

日本政府を代表して来年春の習近平

決意を共有した。また、安倍首相は、

新たな視点を提案するものであり、そ

地平を拓くー」と題し、日中協力の

ガバナンスの革新ー日中協力の新たな

提言書を取りまとめた。
「グローバル・

両国が、東アジア地域包括的経済連携

済の発展と日中協力」である。日中

４つ目には、
「アジア太平洋地域経

な可能性を持った領域が広がっている。

子高齢化対策など日中協力には新た

は着実に好転。 年 月、G 大阪

いった首脳往来等を通じて日中関係

よる世界経済への影響と国際社会の分

ず長期化の様相を呈しており、それに

中貿易摩擦は解決の糸口が見いだせ

一方、足元においては、昨年来の米

るとともに、経済大国として、先進

米中両国が交渉による問題解決を図

米中経済対立が深まる中、中国には、

ムの再構築」である。上述のように

１つには、
「グローバル経済システ

クトの組成などに努め、共に豊かなグ

ドに沿った持続可能性があるプロジェ

国市場協力を通じての国際スタンダー

情報の円滑な移動と安全保障、第三

（RCEP）の年内妥結、エネルギー・

20
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国と同等の立場で WTO 改革など、

より高い水準のグローバル経済秩序形

成に責任ある役割を果たすことを期

待する。また、情報通信技術の発展

のプロセスにおいて欠くことができな

い共通の価値・原則の共有による全て

の関係者の信頼を得た自由なデータ

流通の実現も重要である。

つ目には、
「ビジネス環境改善」

であり、中国が安定した持続可能な

成長を目指す上でも、外資企業が安

心して経済活動できるようなビジネ

ス環境の改善と確実な制度改革の実

施が求められる。過剰生産能力問題

や過剰債務問題への適切な対応も必

要である。

つ目には、
「日中協力の新展開」
係が正常な軌道に戻り、新たな発展

官学有識者を招いて組織する日中経

洋プラスチックごみ問題への対応、少

１．
今次訪中代表団のメッセージ

を得つつあることを確認するとともに、

済協会 世紀日中関係展望委員会が

の日程はおおむね順調にこなすことが

し、習主席は原則としてこれを受け入

のポイントは次の 点からなる 。

サミットに参加した習近平国家主席

断が懸念されている。

6

理訪日、 月の安倍晋三首相訪中と

は、やはり大雨の中での到着となった

2018 年 月の李克強国務院総
5

19
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4

できた。

れた。

21

日、代表団参加者一行は、交通機

関の運休や大幅な遅れの影響を受け

「日中新時代」を切り開いていくとの

9

今回の訪中代表団は、こうした流

第 回日 中 経 済 協 会 合 同 訪 中 代 表 団
（以下、「代表団」
）
一行は、９月９～ 日の日程で北
京での国家指導者会見、経済関係官庁との全体会議、地方視察を実施した。日本経済団体
連合会、日本商工会議所との合同派遣の形態となって５回目となった今回も、２３０人が
参加し、中国との経済交流に対する日本側の期待の高さがうかがえた。本稿では、北京で
の一連の会見・会議を振り返るとともに、今後の日中経済交流の在り方を考察する。

が、それでも満面の笑みを浮かべて出
催された日中首脳会談では、両首脳

迎えを受けた。同サミットに併せて開

千葉県を中心に深い傷跡を残した

は、前年の相互往来を通じて日中関

はじめに

台風 号が関東地方に上陸した 月

45

ながらも、夜中過ぎまでに北京入り

15

2

3
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ローバル社会を創りたい。

れ、同提言書を手交した。

し、双方が受け入れ可能な貿易問題

た、日中関係については、
「双方が相

水産物や食品に対する輸入規制の撤

古賀信行特別顧問（日本経済団体

互補完的な優位性を発揮し、デジタ

の解決策を模索したい」と述べた。ま

連合会審議員会議長）は、来春の習

ル、省エネ・環境、医療・高齢化対策、

廃・撤回を求めた。

主席の訪日を経済界としても歓迎す

第三国市場協力などの分野において

三村明夫最高顧問（日本商工会議

ついて、昨年提示した中国日本商会の

る旨述べるとともに、証券会社に対す

協力の余地がある」とした。

魚台国賓館芳華苑にて行われた。

所会頭）は、 年 月に制定、 年

「中国経済と日本企業白書」での提

る外資の上限規制の撤廃が同社の対

会見会場となった釣魚台国賓館の

２．
李克強総理との会見

冒頭、李総理は、代表団に対する
言内容が多く盛り込まれていることを

中投資につながったことを例に、更に

月に施行される「外商投資法」に

歓迎の意を示すとともに、本代表団
評価し、実施細則策定においても同

芳華苑の会議場には、李総理の正面

19

今回の李克強総理との会見は、釣

が、日中関係が困難であった時にも、

多くの業種に門戸が広げられることを

3

月に策定された 年度版白書を改

に山々の連なりが描かれた高さ メ

内容が重視されることを求め、今年

19

めて手交した。また、東北地方の農

求めた。

引き続いて経済貿易関係を推し進め、
日中関係を改めて正常な軌道に戻す
ために積極的な役割を果たしてきた
と評価した。
そして、日本から中国市場への
投資額が比較的高い水準を維持
し、２桁成長を実現しているとし、
両国が経済貿易協力を強化してい
くこと、そのために、揺るぎなく、
自由貿易と貿易の公平化を推進
し、改革開放を絶えず堅持してい
くこと、その中で、隣国である日
本が最初に開かれた中国市場での
チャンスを捉えるよう希望するこ
とが表明された。
これに対し、宗岡正二団長（日
中経済協会会長）は、日中のハイ
レベル交流が深化していることへの
評価と期待を示すとともに、提言
書を踏まえ、グローバル経済の秩
序形成への責任ある役割の発揮な
ど上述の４つのポイントを申し入

由貿易システムを揺るぎ無く支持して

一貫して WTO ルール、多国間の自

然なことだと思う」と述べ、
「中国は

は、人類全体の文明の進化にとって必

ル化の健全な発展を推し進めること

過程で問題は生じるものだ。グローバ

は止められるものではなく、その発展

会の発展においてグローバル化の流れ

これらに対し、李総理は、
「人類社

し、皆さまのビジネスの成功を祈念し

くさんの道がある。我々は共に前進

さんの高い山があるが、それよりもた

高みに引き上げたい。あのようにたく

は共に山を登り、中日関係を新たな

れつつ、
「あの山の絵のように、我々

中合作新的地平線）とあることに触

中協力の新たな地平を拓く」
（開拓日

理は、手にした提言書の副題に「日

ートル大の絵が掛けられている。李総

ている」と述べ、目下の国際情勢とそ

いる」とした。

一方、李総理は、
「中国は世界最大

最後に、
「日本商会の白書について

の中での日中経済関係の深化への期待

を支持していきたいと思う」とも述べ

は、昨年同様、関係部門で真剣に検

の発展途上国として、然るべき責任

た。日本側が中国に求めるところと

討するよう指示する」
、
「農水産物の

を表現してみせた。

中国側のポジションのズレが浮き彫り

輸入については、科学的かつ安全の原

を持ってグローバルな自由貿易の発展

になり、今後議論を深めるべき課題

これを通じて、両国の相互理解と経

則に従って徐々に解決していきたい。

李総理は、米中関係については、
「誠

済貿易の拡大を推進していく」とし、

が改めて明確になったと言える。

意をもって米国と平等の立場で交渉

3 JC ECONOMIC JOURNAL 2019.11
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李克強総理と握手する宗岡正二団長。
（釣魚台国賓館芳華苑にて）
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改めて日本企業の対中投資拡大への期

のイノベーション発展等、幅広い

況が詳細に述べられた。

ビスへの期待や、投資環境の改善の状

大と質の変化の中での日本の財やサー

長から、中国の消費市場の急速な拡

商務部との全体会議では、鍾山部

（１）商務部

ある。

て、多くの団員から聞かれた印象で

ているというのが、一連の会議を通じ

来ており、交流の良い素地ができてき

具体的で噛み合った良いものとなって

いての対話を実施した。対話が年々

体会議にて、各部門の所管事項等につ

国家発展改革委員会それぞれとの全

今年も、商務部、工業信息化部、

開放を拡大し、開放型世界経済構築

際責任を負い、絶えず改革を深化し、

経済発展のレベルと能力に見合った国

ある発展途上大国として、引き続き

的権利だからである。中国は、責任

上地域メンバーに付与している合法

いるのは、WTO がすべての発展途

が WTO において特別待遇を受けて

世界最大の発展途上国であり、我々

てもふさわしいものではない。中国は

ず、また WTO の原則と精神におい

る。これは事実に即したものとはいえ

や特別待遇を放棄するよう求めてい

バーの地位を否定し、その特殊待遇

が中国を含む一部発展途上地域メン

のところ、ある主要先進国メンバー

ての積極姿勢が示された。その際、「こ

WTO 改革についても、中国とし

るなど、我が国産業界の取り組

について、熱心な質問が発せられ

な産業が直面する具体的な課題

化のための取り組みといった新た

果、生産プロセス全体のグリーン

K 技術の投資における費用対効

車のスマート化の推進、４K、８

スマートインダストリー化・自動

また、中国側からは、5G と

期待が示された。

セミナーを含めた各種協力への

自動運転に関する日中官民合同

日中スマート製造交流セミナー、

の推進等が紹介されるとともに、

支援のための各種取組、標準化

とした中国政府当局による発展

側からは、工業信息化部を中心

世代型自動車については、中国

特に、スマート製造および次

4
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に向けて第 回フォーラム開催を含め

また、関係各司長からは、外商投

のために建設的な貢献を行っていく所

みに対する関心の高さが改めて見

国家発展改革委員会との全体会議

分野についての交流が行われた。

資法関連の取組状況が詳細に説明さ

存である」とのコメントがなされたこ

て取れた。一方、日本側からも、健康

て期待が述べられた。

れるとともに、代表団からのビジネ

とには留意したい。引き続き議論の必

待が表明された。

ス環境改善の提言について、積極的

では、マクロ経済情勢、中国のサプラ

省エネ・環境保護、イノベーション協

データの解析やソリューションの提供を

ついての質問が投げかけられるなど、

力等、マクロ・セミマクロの各種テー

要性が感じられた場面であった。
工業信息化部との全体会議では、

両国間の産業協力においてはまだまだ

マについての議論が交わされた。

に検討していくとの回答がなされた。
は自治区の発展と繁栄に役立つだけで

張峰総工程師を始めとする各部門幹

議論を深めるべき余地が大きいことを

寧吉喆副主任からは、具体的なデ

イサイド構造改革、金融、地域振興、

なく、世界経済の成長に重要な原動

部とスマート製造、次世代型自動車、

感じさせる会議となった。

ータを挙げつつ、中国のマクロ経済情

通じた養老介護問題へのアプローチに

力を提供するものであるとし、年内

電子情報産業、インターネットセキュ

（３）国家発展改革委員会

（２）工業信息化部

交渉妥結への強い意欲が示された。第

リティ、省エネ・環境保護、中小企業

RCEP については、その早期妥結

三国市場協力についても、更なる深化

３．
各部門との全体会議

2

全体会議前、宗岡団長、三村最高顧問、古賀特別顧問と張峰・工業信息化部総工程師（中央右）との会談
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然ガスパイプライン、ガス貯蔵施設等

重点整備、都市・農村の電力網、天

市駐車場などといった交通インフラの

費市場の掘り起こしや軌道交通、都

続き実施すること、農村を含めた消

金融政策および雇用優先政策を引き

るため、積極的な財政政策、穏健な

として、経済の下振れ圧力に対応す

勢が説明された。また、今後の方針

術界などの様々なレベルで深い意見交

いう原則に立ち、政府・産業界・学

て、大同小異、協力のウィンウィンと

などの分野の法的制度の課題も含め

て知的財産権の保護、デジタル経済

り、データ交流・データ交換に関し

経済が直面するのは規制の問題であ

度面においても、次の段階でデジタル

きとの見解が示された。同時に、制

と同様に減産や生産停止を求めるよ

体に対しても規制を守っていない企業

呼ばれるような、規制を守っている主

例えば環境規制において「一刀切」と

本の参入機会が広げられている。
また、

廃が進められ、その意味では外国資

規制は、より多くの分野で軽減・撤

きる。特に、外資に対する出資比率

革開放を堅持してきたことは評価で

企業が増えている中で、中国自身が、

で技術的にも世界の先端を行く中国

い。デジタル経済化が進み、この分野

健全に発展していく上でも欠かせな

外資のみならず、中国企業が内外で

こうした状況が改善されることは、

懸念材料として指摘されている 。

「社会信用システム」の運用の影響も

に進んでいる。今後、社会実装が進む

代で改善の方針が示された。

間経済の発展を支援・奨励し、各種

企業についても、改革を深化させ、民

れは止められない。そして、中国経済

社会の発展においてグローバル化の流

李総理が指摘されたように、人類

存在するとは言えない。また、ルール

会に差別があるようでは「市場」が

入は果たせない。政府調達への参入機

れたりしていては、現実には外資の参

いくことを期待したい。

会の構築に向けて交流と協力を深めて

あるいは世界とより良いグローバル社

の場を形成していく。中国が、日本

イコールの立場で互いの健全な発展

化に貢献していく必要がある。また、

所有制企業、国内資本・外資企業の

が量的にも質的にも発展を遂げた今

を守っていても、行政の運用次第で減

しかしながら、外資に対する出資

ために、平等で公平な競争市場環境

日、中国は、グローバル経済秩序形

産や撤退が強要される状況が残ってい

第三国市場開拓における輸出信用の

を構築していくとの姿勢が示された。

成において、責任ある役割を果たすべ

るようでは、安心して投資、事業参

を参照

比率規制が撤廃されても、事業の許

また、各部門幹部からそれぞれの

きである。

入はできない。また、競争法の運用

（ 注 ２）中 国

ルールも、市場メカニズムが健全に

テーマについての状況説明や提案がな

「市場」が健全な機能を果たせる環

に透明性や一貫性が無ければ、イコー

認可において差別的な規制が残ってい

おける市場機能の健全性の維持・強

透明な制度構築や運用により内外に

整理して、企業間の協力とともにスム

うな措置についても、今年 月の全人

託児所・幼稚園、医療、介護などの

ーズな制度環境を作り上げていく必

流を行い、関連政策・規則・基準を

民生サービス、コールドチェーン物流
要があるとした。

のエネルギープロジェクト、職業教育、

施設および水道・電気・ガス・熱供
給などの市政インフラへの投入を強化

された。特に、両国のイノベーション

境を構築し、市場のプレイヤーである

ルの競争環境とは言えない。さらに、

機能する上で重要である。

協力については、両国がウィンウィンと

企業が国内外を問わずイコールな競

市場の主体間に情報の非対称性が強

たり、実質的に差別的な運用がなさ

なる分野を明確に選択し、これを様々

争環境において競争し、その結果とし

く存在していては、健全な市場は成

４．
今後の日中経済交流の展望

な方面へと広げていくべきとし、現在

ての最適な解が実現できる状況を実

り立たない。インターネットやテレビ

していく方針が示された。また、国有

両国が共通して直面している資源不

現するため、その影響力に見合った役

（注１）提言書要旨については本誌 ページ

足、環境受容能力の減退、人口の高

等での海外情報へのアクセスの制限は

強まっており、開放とはむしろ逆方向

割を果たさねばならない。
今日の発展に至るまで、中国は改

齢化の加速の分野や、デジタル経済、
スマートシティ建設に照準を当てるべ

商 会のレポート
『 The

11

日）は参照に値する。

28

cn/en/publications-corporate-social-

https://www.europeanchamber.com.

』
（８ 月
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グローバル・ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

日中経済協会は、9 月 9 日から14 日まで、日本経済団体連合会および日本商工会議所との 5 回
目となる合同訪中代表団（総勢２３０人、通算 45 回目）を北京および内モンゴル自治区に派遣した。
北京では２０１８年に続き全団員での李克強国務院総理との会見を果たすとともに、商務部、工業
信息化部、国家発展改革委員会との全体会議を開催、内モンゴル自治区では同自治区政府との交流
を行った。

李克強国務院総理との会見（全文）

中国は自由貿易を推進、
中日経済協力を強化、
引き続きビジネス環境改善に努力

李克強総理（右）と会見する合同訪中代表団団長、最高顧問、特別顧問、団員ら
JC ECONOMIC JOURNAL 2019.11

6

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

本経済界三団体（日中経済協
両国が、
世界の２つの主要な経済大国

況が生じています。
こうした中、中日

在し、東北アジアにも一連の複雑な状

経済界の皆さまのお考えを伺いたい

す。
そして、
この場を借りまして、
日本

チャンスを捉えるよう希望していま

た中で隣国である日本が、最初にこの

に、
安倍首相から習主席に対して来春

ていくことで意見が一致するととも

長期的に安定した日中関係を構築し

主席と安倍晋三総理との首脳会談で、

家主席が訪日されました。その際、習

おります、日中経済協会会長

同訪中代表団の団長を務めて

日中経済関係のさらなる発展の礎と

うしたハイレベルでの交流の深化は、

のと思います。我々日本経済界は、
こ

国務院総理

会、
日本経済団体連合会、
日本
として、投資や技術協力を含む経済
と思います。

李克強

商工会議所）
の合同訪中代表団を心
貿易協力を強化することは、
二国間の

の宗岡でございます。
尊敬する李克強

なるものと捉えており、今後のさらな

日
から歓迎致します。
この主要三団体に
利益のみならず、地域経済、
さらには

2018年、私が中日韓三カ国首

総理閣下におかれましては、
公務ご多

る進展に期待しているところでござい

ど、
日中関係は大きく前進しているも

の国賓としての訪日を要請されるな

よる訪中代表団は、既に５回目とな
世界経済の下振れリスクに対応する

まは、
変わることなく経済貿易関係を

脳会議へ出席するために訪日した際、

忙の中、
一昨年、昨年に引き続きまし

ます。

団長
（日中経済協会会長）

ります。
ここ数年来、私は毎回皆さま
ものであり、
世界の平和と安定にも資

推し進め、中日関係を改めて正常な

日本経済界の友人の皆さまから熱烈

て会見の機会をいただき、
厚くお礼申

宗岡正二

とお会いしてきました。
中日関係が困
することになります。

軌道に戻すために、
積極的な役割を果

な歓迎を受けました。
その後、安倍晋

合

難であった時も、
日本の経済界の皆さ

たしてきました。

し上げます。
誠にありがとうございま

工業信息化部部長

張

勇

国家発展改革委員会副主任

外交部副部長

兪建華

商務部副部長

高

中国国際貿易促進委員会会長

準を維持しており、２桁成長を実現

す。
また、
今年は中華人民共和国建国

バル・ガバナンスの革新」
というテーマ

200人を超える経済界の関係者が

イントを 点、
簡単にご紹介させてい

視点を提案しておりますので、
そのポ

で提言書を作成し、
日中協力の新たな

19

周年を迎えるにあたり、
祝意を表し
たいと存じます。

易協力を強化していくことを希望し

参加しておりますが、
今回も230人

ここ 数 年 、本 訪 中 団 に は 、毎 回
ています。 年の年末には、中日韓三

まず 点目は、グローバル経済シス

ただきます。

4
易の公平化を推し進めていきます。
中

中国は、揺るぎなく自由貿易と貿

くよう希望します。

済貿易の健全な発展を推し進めてい

な発展のチャンスを捉えて、両国の経

で、
皆さまが中日関係の健全で安定的

カ国首脳会議を中国で開催する予定

り、当地での経済・文化交流も楽しみ

区を訪問させていただくこととしてお

含めた一部の団員が内モンゴル自治

団は、北京での活動を終えた後、私も

現れであると存じます。また、本訪中

との経済交流に対する期待の高さの

という多くの参加者を得ており、
中国

資の原則を貫くべきと考えておりま

連携しつつ、多角的で自由な貿易・投

すし、
日本も欧州およびアジア諸国と

問題解決を図るよう期待しておりま

中、私どもは、米中両国が交渉による

影響と国際社会の分断が懸念される

米中経済対立による世界経済への悪

テムの再構築についてでございます。

す。
また、
中国には経済大国として、
先

にしております。

年は、李総理が訪日され、
さらに

進国と同等の立場でWTO改革など、

年はG

20

きます。
我々の開放のドアは徐々に大

大阪サミットで習近平国

国は、改革開放を絶えず堅持してい

1

しています。私は、中日両国が経済貿

日中経済協会では、 年は「グロー

三首相の訪中が実現し、中日関係は

圩

70

18

19

現在、世界経済には不安定で不確

苗

正常な軌道に戻りました。日本から

国務院総理

19

きく開かれていきます。また、
こうし
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李克強

定な要素が生じています。アジア経

●中国側出席者：

中国市場への投資額は比較的高い水

●場所：釣魚台国賓館

ほか
羅照輝

燕

芳華苑

済、
新興国経済にも下振れリスクが存

●日時：2019 年 9 月 11 日（水）16:30 ～ 17:15
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より高いレベルのグローバル経済の秩
強化していただければと思います。

剰債務解消に向けた対応などを一層
点目は、
日中協力の新展開につい

序形成に責任ある役割を果たしてい
ただくことを、
我々は期待していると
ころでございます。
点目は、
中国のビジネス環境改善

についてでございます。中国が安定し
ト社会の実現や安全・安心な社会作

「持続可能な開発目標
（SDGs）
」

りが期待されているところでございま

心して経済活動ができるビジネス環

実現に向けて、日中両国が共通課題

た持続可能な成長を目指すためには、

境の改善と、
確実な制度改革の実施が

きる分野は多岐に及んでいると思わ

に取り組むことで、
国際社会に貢献で

まず、国有企業改革につきまして

れます。
水素等の新たなエネルギー社

革に向けた取り組みをお願いしたい

要であると考えており、
引き続きの改

ズムへ速やかに移行していくことが重

に、
市場が決定的な役割を担うメカニ

ど、
日中協力の可能性は大きく広がっ

対応、
少子高齢化に伴うヘルスケアな

クごみ等の地球規模での環境問題への

会の実現、
気候変動や海洋プラスチッ

点目は、アジア太平洋地域経済

産権保護の強化等の進展を、我々も

ては、外資参入規制の緩和や知的財

次にビジネス環境の改善につきまし

進めることが重要であると思います。

不良債権問題とともに適正な処理を

たな過剰能力問題も懸念されており、

を挙げてきたと存じておりますが、
新

の過剰生産設備解消への努力は成果

持続可能性があるプロジェクトの組成

協力では、国際スタンダードに沿った

た、日中両国企業による第三国市場

年内妥結が必須であると思います。
ま

ア地域包括的経済連携
（RCEP）
の

の高い自由貿易を目標とした東アジ

間での自由貿易体制実現のために、
質

す。アジア太平洋地域における多国

の発展と日中協力についてでございま

以上、申し上げました点は、
こちら

高く評価しておりますが、
その実効性
との整合性、過剰生産設備および過

が必要であると考えます。

4

の向上や貿易・投資環境の国際ルール

鉄鋼分野をはじめとする中国政府

ているものと思います。

18

と存じます。

は、第

期三中全会で示されたよう

求められます。

す。

域として、
イノベーションによるスマー

てでございます。
日中協力の新たな領

3

国有企業改革に加え、外資企業が安

2

8
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グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

の
「提言書」
に記してございます。
改め
全世界の発展にもつながります。

なり兼ねません。自由貿易の推進は、
こうした考えに基づき、
我々は誠意

てご覧いただければ幸いに存じます。
〔提言書手交〕
をもって米国と平等の立場で交渉し、
決策を模索したいと思います。我々

双方が受け入れ可能な貿易問題の解

々はこの提言書を真剣に拝見
は、中米貿易は世界貿易の重要な部

国務院総理

しました。
ページ数は決して多
分を占めており、
世界経済と不可分な

李克強

くありませんが、
非常に実質的な内容
ものであると信じています。中米貿易

我
が書かれています。

れは止められるものではなく、
その発

済大国です。ご臨席の企業家の皆さ

中日両国はともに世界の主要な経

の発展は中米二国のみならず、
世界の

展過程で問題は生じるものだというこ

まは、世界の産業チェーンとサプライ

ここで私が強調したいことは、人類

とです。
しかし、
グローバル化の健全な

チェーンは一体であり、
切り離せないも

発展にも資するものだと思います。

発展を推し進めることは、
人類全体の

のであることをご存知かと思います。

社会の発展においてグローバル化の流

文明の進化にとって必然なことだと思

これら産業チェーン、
サプライチェーン
は、改善はできますが、切り離すこと

います。
中国は一貫してWTOルール、
多国

はできません。
我々は日本と協力して

また、
我々はビジネス環境の最適化

間の自由貿易システムを揺るぎなく

持していきたいと思います。
また、
これ

を推進してきたいと思います。
こうし

産業チェーンとサプライチェーンの前

を通じて全世界、
地域間の貿易の発展

た中で、中日双方が相互補完的なそ

支持しています。
中国は世界最大の発

を進めていきたいと思います。世界経

れぞれの優位性を発揮し、
皆さまから

進と発展を推し進めていきたいと思い

済と世界貿易の上では確かに国境は

いただいた提言書でも言及されている

展途上国として、然るべき責任を持っ

ありますが、
しかし投資や貿易は、国

技術分野、デジタル、省エネ・環境、医

ます。

境によって妨げられるものではありま

療・高齢化社会対策、
第三国市場協力

てグローバルな自由貿易の発展を支

せん。自由な投資や貿易を妨げると、

などの分野において、双方はいずれも
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他国にも悪い影響を与えることにも

李克強総理会見に際し、合同訪中代表団一同と記念撮影
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イレベルな往来のために良好な雰囲

つ安定的な発展を推し進め、
両国のハ

高く評価したいと思います。
中国の多

気を作ってきました。

の輸入が解禁されたことについては

う。
あの絵にたくさんの高い山があり

くの方々に東北に来ていただいて、き

先ほど、日本商会からいただいた

係の地平は絶えず変化することでしょ
ますが、
それよりもたくさんの道があ

れいな景色、文化、美味しい食品を楽

とが、直接東北復興の助けになるの

門で真剣に検討するように指示しま

考にしつつ、法律に則って対応してい

か問題あれば、皆さまのご意見を参

の関連規定の制定を進める過程で何

す。関連の開放措置や「外商投資法」

特別顧問
（日本経済団体連合

で、
ぜひともよろしくお願いします。

古賀信行

会審議員会議長）

中国は、
これまで製造業の分野で規

ただければと思います。

たっては、我々の提言の内容を重視い

ないと承知しています。細則制定にあ

法」の実施細則がまだ発表されてい

ることであり、
さらに多くの業種に規

きは、我が国にとって大きな意義があ

が中国で開業いたします。
こういう動

我が社が過半超を出資する証券会社

中国への投資意欲は大きいものと思

希望しています。
日本企業の皆さまの

において投資を拡大していくことを

取り始めています。日本企業が中国

しています。

さまの今回の訪中のご成功をお祈り

ていただくことを期待しています。皆

チャンスを捉え、中国との協力を進め

いますので、
一刻も早く中国での投資

国務院総理

努力して、
中日関係の健全化か

たちは隣国同士ですので、共に

李克強

私

ております。

制緩和の対象を広げてほしいと思っ

19
〔ここで三村最高顧問から李総理
に白書を直接手交〕
最後に、地震による津波によって被
害を受けた東北地方の農水産物・食
品に対する輸入規制の撤廃・撤回を
お願いしたい。 年、新潟県産のコメ
18

10
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大きな協力の余地、
将来性があると思
我々は絶えず開放を推し進めてい
ります。我々は共に前進し、皆さまの

「白書」
については、 年同様、関係部

います。
きたいと思います。
開放政策により改

しんでいただいておりますが、そのこ

最高顧問
（日本商工会議所会

ビジネスの成功をお祈りしています。

頭）

からは短く２点だけ申し上げ

三村明夫

革も深化させていきたいと思います。
を展開する分野がより広く、
スケール

がより大きくなるものと思います。
そ

して何か問題あれば、
我々は国際ルー

ます。 年、中国日本商工会か

皆さまが関心を寄せている農水産

私
らの白書を李総理に手にとっていた

中関係は現在良い雰囲気であ

物の輸入については、科学的かつ安全

もう一点は、私は野村ホールディン

制緩和の措置を講じており、今は金

きたいと思います。

いと思います。
こうした二国間の協力

だいた結果、各省および地方政府に

るということでございます。習近平主

の原則に従って、徐々に解決していき

の新たな地平線を拓く」とあります。

にさせていただきたい。
に高く評価しています。
これにより、

グスに所属しておりますが、外資出

融分野でも同様に規制緩和の措置を

から一つ申し上げたいのは、日

が、両国の利益につながるものと信じ

も非常に多くの問題が解決されまし

席が来春に国賓として訪日される際

たいと思います。
これを通じて、両国

私

ています。

た、どうもありがとうございました。

には、我が国経済界をあげて歓迎い

の相互理解と経済貿易の拡大を推進

本日の我々の会見場のホールにある山

中日関係を新たな高みに引き上げた

我々が提出した提言の内容がほとん

資規制の上限撤廃により、 年中に

我々は
「外商投資法」
の制定を非常

いと思います。
それができれば、
中日関

ど盛り込まれていますが、「外商投資

の絵のように、我々は共に山を登り、

19

皆さまの提言書の中に、「日中協力

年は時間がないので、
受け渡しだけ

たしますので、
まずはその旨お伝えし

していきます。

ルや共通認識に従って解決していきた

18

たいと思います。

18

皆さまが中国に投資しビジネス活動

李克強総理と会見し、ご発言の中で引用した釣魚台国賓館芳華苑の
ホールに飾られている山の絵

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

21世紀日中関係展望委員会（第16回）提言書要旨

グローバル・ガバナンスの革新
—日中協力の新たな地平を拓く—

１．グローバル経済システムの再構築
●米中経済対立の解決の糸口が見つからないなか、それによる世界経済への影響と国際社会の分
断が懸念される。日本は多角的で自由な貿易・投資の原則を貫き、米中両国が交渉による問題解
決を図るよう期待している。
●中国は経済大国として、先進国と同等の立場でWTO改革など、より高い水準のグローバル経済秩
序形成に責任ある役割を果たすことに期待する。
●情報通信技術の発展に伴う技術革新とそれに適合する制度・標準作りが求められており、共通の
価値・原則の共有による全ての関係者の信頼を得た自由なデータ流通が欠かせない。
２．中国のビジネス環境改善
●中国が安定した持続可能な成長を目指すためには、構造改革を加速する必要があり、外資企業
が安心して活動できるようビジネス環境の改善と確実な制度改革の実施が求められる。
●外資参入規制の緩和や知的財産権保護の強化等の進展は評価できる一方、その実効性の向上や
貿易・投資環境の国際ルールとの整合性、過剰生産設備および過剰債務解消に向けた対応など
の課題が残されている。
●鉄鋼分野をはじめとする中国政府の過剰生産設備能力解消への努力は成果を挙げてきたが、新
たな過剰能力問題が懸念されており、不良債権問題とともに適正な処理を進めることが望まれ
る。
３．日中協力の新展開
●日中協力の新たな領域として、イノベーションによるスマート社会の実現や安全・安心な社会作り
が期待されている。
●「持続可能な開発目標（SDGs）」実現に向けて日中両国が共通課題に取り組むことで、国際社会
に貢献できる分野は多岐にわたる。
●水素等の新たなエネルギー社会の実現、気候変動や海洋プラスチックごみ等の地球環境問題へ
の対応、少子高齢化に伴うヘルスケアなど、日中協力の可能性は広がっている。
４．アジア太平洋地域経済の発展と日中協力
●アジア太平洋地域における多国間での自由貿易体制実現のために、質の高い自由貿易を目標と
した東アジア地域包括的経済連携（RCEP）の年内妥結が必須である。
●アジア地域の経済発展にはインフラ整備、エネルギー・情報の円滑な移動と安全保障が欠かせ
ない。
●日中両国企業による第三国市場協力では、国際スタンダードに沿った持続可能性があるプロジェ
クトの組成が必要である。
●国際的な信頼と協調の輪を拡げ、豊かなグローバル社会を創りたい。
※本提言書の全文は、日中経済協会のホームページからご覧いただけます。
（URL:jc-web.or.jp/publishcs/index/489/）また、本訪中代表団派遣に際して「ビジネス
環境改善の提言」も同時に作成していますので、そちらも併せてご覧下さい。
（URL;jc-web.or.jp/publishcs/262）
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商務部との全体会議
●９月 日（火）９：

：

11

●商務部

00

号棟 階多功能庁

1

8

鍾山

中国側基調発言

商務部部長

これまでの 年間で中国は劇的に

団長
（日中経済協会会長）

日本側団長挨拶および
基調発言

宗岡正二

年の日中首脳による相互往来を

契機に各種交流が行われて、日中関

い発展を推進していくこと。我々は、

第一に、
中日経済貿易協力の質の高

力したい意向を伝えている。
習近平国

て貿易戦争を行うつもりはなく、協

を与えている中で、
我々は米国に対し

和など、ビジネス環 境の改 善

策を通じ、外資参入規制の緩

中国は、
一連の改革・開放政

12
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は、「外商投資法」に規定するなど一

連の対応を評価する。
一方で国有企

業による技術移転の強要などの恣意

的な運用や、地方における知財審査

のバラつきなどを懸念しており、内外

無差別原則をベースとした法律・制

度の確実な執行を要請する。

また、透明性、公平性、
一貫性、予
交流がRCEPの年内妥結を

係は着実な前進がはかられている。
二
第二に、双方向の投資を拡大する

実現し、アジア・太平洋地域、

見可能性が確保され、国際ルールと

こと。
これまでも、中国へ投資した日

さらには世界の経済発展を促

国間から第三国へと発展し、活発な

本企業の大半は、中国で大きく発展

していくことを期待している。

社会の分断も懸念されている。

している。多くの日本企業のブランド

第 三に、国 際 協 力の推 進である。

我々は、米中両国が交渉によ

他方、米中両国の経済対立

協力においても実りある成果を得た。

2018年、中日間で第三国市場協

る問題解決を図るよう期待し

は中国の国民にも人気を博している。

同様に、今後の 年も大きく違うで

力フォーラムを開催し、 件以上の協

ている。また中国が、先進国と

が、世界経済の成長を阻害す

あろうし、
その発展過程で、中日両国

力覚書に署名した。
これまでの交流経

同等の立場で、
より高いレベル

我々は両国間の投資を強化し、
協力・

の経済協力には、非常に大きな潜在

験により第三国市場協力は成果を得

る可能性が高まっており、国際

力と可能性がある。両国の経済・貿易

のグローバル経済秩序形成に

られるであろう。

責任ある役割を果たされるこ

日 本の企 業が中日 両 国 間 貿 易を強

家主席が強調しているように、対外

に努 めており、その継 続 的で

とを期待している。

化・拡大していくことを歓迎する。中

開放措置を進めていることは、
日本を

る。特に、知財権保護について

国は市場参入を絶えず緩和し、日本

をもたらす。

確実な実施を強く期待してい
考えている。

はじめ世界各国に新たな発展の機会

中米貿易摩擦が、中米双方に影響

50

40

からより多くの商品を輸入したいと

下を提案する。

の実務協力を発展させるために、以

交流を強化したい。

自由貿易体制の維持と
グローバル・ガバナンスの革新

35

変化し、日本と中国の経済貿易実務

18

10

40

商務部との全体会議

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

テムという原則を維持し、
世界の人々

の幸せと世界経済の発展に大きく寄

和・撤廃について、 年に新潟産米の
輸入を解禁していただき、お礼申し

与していくものと確信している。

の整 合 性のある ビジネス環 境の整
備が、引き続き鍾部長の強力なリー
上げたい。さらなる食品輸入規制の

副団長
（住友商事取締役会長）

「WTO改革と国際社会における責

中村邦晴

ダーシップの下で推進されるよう期
ながると考える。

緩和・撤廃が、東北地方の復興にもつ

最高顧問（日本商工会議所会

副団長
（三井不動産代表取締

つながることを願っている。

岩沙弘道

役会長）

「まちづくりに向けた日中協力」

日 本 で は 現 在 、急 速 に 人 口 減

少・少 子 高 齢 化 、グロ ー バル 化 が

進 む 中 、国 を 挙 げ て 、超 スマー ト

任」

WTOの多角的自由貿易体制が、

日本側発言

世界の通商秩序の基盤として、保護

社 会「 S o c i e t y 5 .」
0の実 現に取 り
組 んでお り、持 続 可 能 な 開 発 目 標

現在、アジア太平洋地域における

主義を抑制し、世界経済の発展と貧

（

自由貿易体制の維持・発展に向けて、

朝田照男

困削減に貢献してきた。中国も 年

れをさらに定着させるために、
日中両

敬意を表したい。自由貿易推進の流

向けて、大きく貢献をしていることに

ASEANとともに交渉を進めてい

面を迎 えている。現 在 、日 中 両 国が

て き た 自 由 貿 易 体 制 が、難 しい局

これまで世 界 経 済の発 展 を 支 え

際情勢や技術進歩による産業構造の

いる。WTOの制度は、複雑化する国

BREXITなどの問題が発生して

米 中 間で通 商 問 題 が 生 じ 、欧 州の

済 発 展を遂 げて来た。しかし現 在、

のW T O 正 式 加 盟 以 降 、急 速 な 経

てきた。 年度からはデータ利活用

型のスマートシティの形成を推進し

つながる。三井不動産はデータ駆動

ることは、「 Society5.0
」
の実現、
ひい
てはサスティナブルな世界の未来に

そうした中スマートシティを創造す

副団長
（丸紅常任顧問）

RCEPの年内妥結に向けた交渉が

「自由貿易体制の推進とアジア太平

国が協力して、RCEPの年内妥結

るR C E Pの早期妥結は、アジア太

洋地域経済連携」

を実現するよう期待する。

を加速させ、自動運転バスの導入、人
期待されている。

変化に対応できておらず、
紛争解決の

次に、中国日本商会が取りまとめ
た白書について、 年、李克強総理が

WTOが今後とも有益な存在であ

て重要なのは、人々の生活を真に豊

階に移った。
こうした取り組みにおい

始まり、
いよいよ実証から実装の段

り続けるためには、公正で有効な規

かで潤いのあるものにするという観

丸紅は、中国企業との第三国市場
など積極的に取り組んでおり、地域

律を司る国際機関としての求心力を

点である。今後も人々をより豊かに

白書を直接手に取り、その趣旨を各

経済の発展に大きく貢献している。
今

取り戻すことが必要で、
デジタル貿易

協力として 年代からインフラ整備

は、白書で長年要望していた建議項

後の発展のためにも、自由貿易体制

省庁、
地方政府に徹底していただいた

目の多くが盛り込まれた「外商投資

が必要である。

風潮を転換させることが、世界から

期締結を実現し、今日の保護主義的

日中が主導する形でRCEPの早

世界経済のさらなる発展に資するも

先してWTO改革に取り組むことが、

の目線からWTO改革を推進し、率

である。
日本と中国は、
ともに先進国

に対応した新たなルール形成も重要

の連携を深めていくことを期待する。

シティの実現に向けて、
日中両国間で

「持続可能なまちづくり」、スマート

する
「 Society5.0
」時代にふさわしい
まちづくりを、
推進していきたい。
また

最後に、 年の東日本大震災で津

極的な取り組みを要望する。

ンダードのさらなる採用に向けた積

求められている。経済連携の広がり

ことに感謝申し上げたい。 年 月に

法」
が成立した。
今後、グローバルスタ

されている。

平洋地域の経済発展に資するものと

S
D
G
s

流データ解析などのサービス提供が

01

波被害を受けた東北地方の日本産農

3

のとなり、「より豊かな世界の実現」
に

00

19

閣僚会合を主催するなど早期妥結に

）
の達成を目指している。

続けられており、中国が 月、北京で

頭）

三村明夫

待する。

18

ために十分に機能していないと指摘

8

19

は、開かれたルールに基づく通商シス
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18

水産品・食品に関する輸入規制の緩

11
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鈴木善久
副団長
（伊藤忠商事代表取締

て信頼関係を構築するのかが
最重要課題である。

副団長（豊田通商取

中国で外資企業が安心して

性、
そして一貫性が不可欠であ

市場に向けて、中国企業と連携して

種意見を配慮しつつ、様々な変更・改

出管理法草案」
については日米欧の各

性・公平性確保」

「『外商投資法』
の確実な運用と透明

3

鍾山商務部部長（中央）と本会議場へ向かう宗岡団長、三村最高顧問、古賀特別顧問

項 目が

発や電気通信分野において、外商投

資企業単独での進出が可能になるな

ど、
外資に対する門戸開放が一段と進

んでいる。

しかし、昨今の米中貿易摩擦の激

化は、中国に対米輸出拠点を持つ外

資企業に少なからぬ影響を与えてお

り、今後の新規対中投資における懸

念材料の一つとして危惧されている。

このような状況下、外資による新規

投資促進の鍵となるのは、 年１月

から施行される
「外商投資法」
の確実

な運用と、透明性・公平性の確保であ

外資司司長

中国側発言

り、公正な運用がなされるよう要請

する。

唐文弘

「
『外商投資法』
制定と実効性の向上」

中国政府による、外商投資環境の

改 善および「外 商 投 資 法」の制 定に

関 する取 り組みについて、次の６つ

の観点を重視する。①「ネガティブリ

14
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施策が打ち出された。また 年６月

従 来の制 限 事 項である

リスト」（2019年版）
においては、

末に公布された
「外商投資ネガティブ

19

項目に削減され、
一部の資源探査・開

40

役社長COO）

加留部淳
締役会長）

の案件の具体化と、新たな案件の発
ビジネスを展開するためには、

の
「開放性」や「経済性」、「透明性」、

る。例えば、地方政府も含め、

新たなビジネスチャンスを探っていき

善を検討していると理解しているが、

「外商投資法」が可決・成立したこと

19

48

「日中第三国市場協力の課題と展望」
第 １ 回「 日 中 第 三 国 市 場 協 力
フォー ラム 」では 、伊 藤 忠 商 事 も 、
「国際ルールに整合したビジネ

掘に努めたい。その際、
日本政府が第
一つ目に内外資企業を問わな

ス環境の構築」

三国市場における日中の協力におい
い競 争ルールの公 平 性、透 明

C I T I C G r o uと
p の 間 で 、複 数 の
を締 結した。今 後は、
これら

プロジェクト

「対 象 国の財 政 健 全 性」に配 慮 すべ

企業に対して育成的効果を持

て求めた つの条件

きとの方針に従う。
中国でも、
対象国の

つ補助政策に関しては、
その申
やかにオープンかつ公平に、文

「適正な債務の水準」について議論が
する第三国の健全な成長に配慮すべ

書の形で中国内およびWTO

請手続き・受領資格などが速

きという課題については十分に共有で

たい。
第三国市場へ日中が協力して進

今後も国際ルールに則った内容とす

により、外商投資企業設立時の手続

副団長
（双日特別顧問）

出し成功を収めるためには、
現地パー

べく努力の継続を要望する。
国際ルー

きなど、外資企業にとって歓迎すべき

年 月の全国人民代表大会で、

トナーとの綿密な連携が不可欠であ

ルを念頭においた施策の推進は、
中国

加瀬豊

も重要な意義を持つ。

の発展のみならず、
新時代の日中関係
また、WTOなどが定める国際的

知されるよう、さらなる努力を期待

の場などで外資企業含めて周

一方で、最近は、急激に変化する国
が、進出する第三国では先端技術よ

な通商ルールを尊重いただきたい。
一

の進展、国際通商体制の安定にとって

りも消費生活分野に力を入れていき

例として 年に発表された「中国輸

際情勢に対応すべきとの課題はある

たい。今後は、
こうした方針で第三国

する。

きていると認識している。

深められ、既に日中両国の間で、進出

｜

4

り、
日中のパートナー同士がいかにし

17

20

M
O
U

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

制 限 範 囲の縮 小や許 認 可 権 限の委

進、②外商投資企業に対する許認可

スト」を核とした投資の自由化の促
ることは、
当該地域の発展と繁栄に役

ある。早期にRCEP協定を妥結す

場は一貫して前向きで明確なもので

に付与している合法的権利である。
他

がすべての発展途上国・地域メンバー

おいて特別待遇を受けるのは、
WTO

力に見合った国際的な責任を担い、
絶

方、
責任ある発展途上大国として、
中

RCEPの枠組み対象地域内にお

えず改革を深化し、
開放を拡大し、
開

立つだけでなく、
世界経済の成長に重

の強化、⑤改革・イノベーションを核
ける、二大経済体である中日両国は

放型世界経済構築のために建設的な

譲、③法治による投資保護の促進、④

とした投資プラットフォームの構築、
いまだ自由貿易協定を締結していな

貢献を行う。

国は引き続き経済発展のレベルと能

⑥協調的発展を核とした投資分布の
い。RCEP早期妥結は、中日双方の

要な原動力を提供するものである。

合理化、
である。中国は様々な法律・

経済貿易関係に新たな原動力を注入

サービスの改善を核とした投資促進

措置、
政策を通じて、
外資企業の中国

アジア司副司長

．
協調を強化し、
開放的協力関係

と課題」

「中日第三国市場協力の新たな展開

羅暁梅

するものである。

世界貿易司司長

における投資環境を継続的に改善し
ている。

洪暁東

「WTO改革の促進とグローバル秩序
の再構築」
WTOは 世紀経済の現実と新たな

のWin・Winモデルを生み出して

いく。中国は「共商・共建・共享」
の原

の自信とモチベーションを高め、長期

則に立ち、
オープン・グリーン・クリー

ンの理念を堅持し、高い基準で民生

的に有効な支援の促進メカニズムを

性、
透明性などの条件に合致したプロ

重点分野での協力関係を推進する。

に資する持続可能な目標の実現に努
度と立場について。
中国は多国間貿易

ジェクトで第三国市場協力関係を展

構築する必要がある。

自由貿易協定を結んでおり、さらに

主義の支持者であり、積極的貢献者

我々は共同で東南アジア・南アジア

．深 く 、現 実 的に、重 点 地 域と

の国と の自由貿易協定交渉およ

開することは、
中国側の主張とも一致

び拡大交渉を進めている。今後、中国

カニズムの役割を発揮させる。
両国は

に中国の海外経済貿易協力ブロック

列」
・陸海新ルートなどの利用、さら

は周辺地域を足がかりに
「一帯一路」

革の立場について」という文書を発表

ともに中日第三国市場協力の主要ス

と日本の産業団地の協力を模索し、

RCEP交渉に関し、 年の閣僚

でのプロジェクトの実施や、
「中欧班

を拡大し、ビジネス環境を改善し、地

し、大国小国・強国弱国に関わらず、

キームの役割を発揮させ、政策コミュ

新たな協力拠点作りも可能である。

19

．
勢いを維持し、効果的に協力メ

域経済の一体化推進と各国の経済発

その権利は平等であるべきとした。

ニケーションにおいて両者間の信頼を

4

展の促進に努めたい。

位の問題について。中国は世界最大の

．
発展途上国・地域メンバーの地
会議が先日タイのバンコクで開催され

促進し、
合意を形成し、
企業協力関係

3
発展途上国であり、中国がWTOに

． 年 月に、中国は「WTO改

であり、
積極的な参画者である。

力する。
日本側から提案のあった開放

18 年 10 月に開催された第１回第三国市場協力フォーラムの会場

などの条件的に比較的成熟した地域

．WTO改革に対する中国の態

1

本日代表団から提出された「中国
ビジネス環境改善への提言」
について
も検討していきたい。

張少剛

貿易モデルにふさわしい機能を持つべ

．WTO改革の必要性について。

「自由貿易圏拡大とRCEP早期妥

きである。

国際司司長

結に向けた取組」
中国は現在、 の国や地域と の

17

している。

25

21

11

12

た。RCEP交渉における中国の立
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28
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〜

：

●長富宮飯店 芙蓉（東）

工業信息化部との全体会議
●９月 日（水）９：
30

中国側挨拶

日本側団長挨拶および
基調発言

特別顧問
（日本経済団体連合会

親和性が求められている。

古賀信行
審議員会議長）

能力を継続的に強化すべく、
政策を立

案、
ガイドラインを公布。

日本が新たに
「 Data Free Flow with

様々な点でそれぞれに優位性を持ち、

日中両国は資金、技術、人材など

めのサービス提供の促進に取り組む。

トフォームの構築の加速、
中小企業のた

技術応用の促進、
公共サービスプラッ

「製造現場でのソリューション活用」

の活用が進んでいる。
ものづ

日本の製造業においてビッグデー

タや

くりに不可欠な要件を等価に扱い、

-

最適化することが重要と考え、三菱

電機はこの新しい概念を

（
）
と銘
Environment–Just
In Time
打ち、
ソリューションの提案を推進して

いる。

最近では、三菱電機は中国政府直

16
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発展政策」

１．
製造業のスマート化のグレード

アップを促進、
多くの企業の生産効率

が向上。

．
複製
（コピー）
可能、
普及可能な

新モデルを模索、
生活用品から自動車

現在、日本経済団体連合会は、第

５段階の新たな社会、「創造社会」を

まで幅広く普及。

．
スマート製造支援のための供給

」として打ち出し、その
「 Society 5.0

実現を目指している。「 Society 5.0
」
は国連が定める持続可能な開発目標

）の達 成にも貢 献 するも

４．
各地に対し独自性のある地域発

（

のであり、
日本政府の成長戦略の要と

展を促し、
必要に応じて政府がモデル

団長
（日中経済協会会長）

世界の情報通信技術の発展に伴い、

なっている。
一方、
中国は
「大衆創業・万

宗岡正二

主要国は協力して技術革新とそれに

ケースを提示。

総工程師

経済は全体的に安定しており、
工業付

衆創新」
を掲げ、
イノベーションを積極

今後は、
スマート製造エコシステムの

果をみせ、
工業生産は合理的な範囲を

」
の促進を提唱し合意を得たが、
Trust
日中両国は、関係各国とともに、自由

相互補完性が高いことから、
イノベー

た。
マクロ経済に関する一連の政策が効
維持している。
中国における5Gライ

なデータ流通を実現するための公平

ション分野での一層の協力の余地は大

構築に力を入れていく。
また、
業界での

た。
5Gに関連する応用・イノベーショ

性、
公正性、
透明性、
説明責任の確保、

日中協力の新たな領域として、
イノ

日

センスは、 年６月に正式に発行され
ンも急速に進展して、
コネクテッドイン

中日両国は、
今後の世界の経済発展

ベーションによるスマート社会の実現

副団長
（三菱電機特別顧問）

きい。
日中協力の推進にあたり、
技術や

に大きな役割を果たすべきである。
日

や安全・安心な社会作りが期待されて

山西健一郎
相互運用性などの共通の価値・原則を

て事業活動を行うことのできる自由で

中両国は、
双方の優位性を発揮し、
新

いる。
同時に、
このような新領域の協力

◆スマート社会を目指すイノベーショ

ル応用も、
次々と登場している。

たな局面を開拓しながら、
双方の産業

実現のためには、
知的財産権保護の徹

ン協力
装備工業司副司長

「中国スマート製造の実用化に向けた

E
J
I
T

公正・透明な事業環境も重要である。

協力を積極的に推進するよう、
新しい

底、
サイバーセキュリティ法の運用や輸

王瑞華

テーマ別ディスカッション

成長分野を創出しなければならない。

出管理法の制定にかかる懸念の払しょ
くなど、
ビジネス環境と国際社会との

両国の産業協力を絶えず深化させてい
きたい。

中

A
I

きである。

ダストリー、
コネクテッドカー、医療、

ノミーが急速に発展している。

e

データの利活用を含め、
企業が安心し

G
20

共有して、
新たな環境整備に努めるべ

がある。 年の

適合する制度・標準作りに努める必要

張峰

日中産業協力の新展開

11

スマートシティ等の分野におけるモデ

19

5

2019年 〜 月の中国の工業・

2

3

30

加価値は前年同期比 ・8%増加し

7

的に推進、 コマースなどデジタルエコ

1

大阪サミットでは、

S
D
G
s

11

19

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

展する成長産業である。
他方、
自動車

の協力を奨励する。
中国の科学研究機

◆次世代型自動車

関および日本企業の協力による難題

轄の研究所であるCAICT（中国

産業は大転換期を迎えており、
各社は

解決、
日本企業による中国研究機関向

装備工業司副司長

「電動化」、「知能化」、「情報化」に積

王瑞華

「中国のICV発展状況と関連政策」

情報通信研究院）
と戦略的パートナー
シップを締結し、E J I Tソリュー

けの産業人材育成を歓迎する。

「中国スーパーハイビジョン産業の発展

極的に取り組んでいる。
ICVにおい

ては幅広い分野で交流が行われ、政

政策・発展情勢および協力への意向」

工業信息化部はICV発展のため
に以下の業務を進めている。
．
トップデザインを強化しており、

トヨタは水素エネルギーの活用に期

の制定・整備、
②公共サービスプラット

のため、
工業信息化部は、①産業政策

スーパーハイビジョン映像産業発展

業発展アクションプラン」
を公布し、
発

待を寄せている。水素エネルギーは中

フォームの構築、
③産業エコシステムの

も連携が進みつつある。

展目標、
重点任務、
保障措置を明確化

国でも注目され、 年の全人代の報告

年末に
「コネクテッドカー・ICV産

策、
技術、
人材育成、
国際標準化作りで

ションの展開を一層進めている。また
ITEI（機械工業儀器儀表綜合技
術経済研究所）
と共同検証を進めてお
り、
中国のグリーン発展社会実現に向
け、
引き続き協力していきたい。
し、
国家ICVイノベーションセンター

の実現に向けた、
日中の協力に期待し

れ、
取り組みを強化している。
水素社会

に
『水素エネルギーの活用』
が盛り込ま

産業分野における協力強化のために、

中日間のスーパーハイビジョン映像

構築、
といった取り組みを進めている。

副団長
（JUKI代表取締役社長）

務とし、
ICVの基本共通性、
先進運

ている。

清原晃

テッドインダストリーのコンセプト

転支援システム、
自動運転、
情報セキュ

建設に関する承認を行った。

のもと、スマート 製 造への取 り組み

リティ、
コネクテッド機能などの制定・
．
実証試験の統括コーディネート

．
規格・法規の制定・改訂業務を急

が拡大している。
コネクテッドインダ

改訂を急いでいる。

「中日電子材料および設備分野での産

侯建仁

電子情報司副巡視員

．
効果的なコミュニケーションメカ

．
技術貿易協力を支援し、
両国企

を整える。

ニズムを構築し、
良好な産業協力環境

1

．
応用モデル事業を共同推進し、

開拓を奨励・支援する。

し、
日本企業による対中国投資・市場

業による優位性の相互補完をリード

2

現 在 、日 本の産 業 界では、コネク

ストリーは、日本社会全体が推進す

を行い、
相互間のデータ共有、
結果の相

業技術交流・協力」

期的な協力・交流を実施し、
両国産業

以下を提案する。

」
の実現を図っていく
る「 Society5.0
ものである。
コネクテッドインダスト

互認証を促進している。

中日両国は電子材料および設備分

野において、それぞれ優位性を持って

．産業エコシステム構築を急ぎ、
ICV産業関連の各種会議・共同研究

タ形式の国際標準化」や「サイバーセ
キュリティ・人材育成等の協調領域で

案する。

の産業発展につながる。以下、 点提

おり、
相互補完性を活かすことで双方

団員
（トヨタ自動車研究開

開発・人材育成を進めている。

中尾清哉

の企業間連携の強化」が重要であり、
日中両国が協力していくことは、
双方
の発展に極めて重要である。

．
両国政府の支援による産業の定
「自動運転、水素エネルギー活用での

団体による最先端分野、
共通技術など

．
人材研修交流を行い、
両国企業・

目指す。

マウンター業界では、
業界を挙げてシス

みれば、
依然として自動車が普及する

中国の自動車市場は長期的視点で
中間のスマート製造と標準化における

余地があり、自動車産業はさらに発

業において活用領域が拡がる中で、
日

間の相互信頼を高め、
質の高い協力を

発センター
（中国）
董事長兼総経理）

2

御供俊元

は、
日本企業は世界的に優位性を有し

4K/8Kのコンテンツ制作機器で

の可能性」

「ウルトラハイビジョンの強みと協力

団員
（ソニー常務・中国総代表）

レードアップを後押しする。

双方の経済社会のモデルチェンジ・グ

3

◆電子・情報産業

リーを推進して行くためには、「デー

19

日中協力」

JUKIが関わる産業機器のチップ

日

テムの標準化に取り組んでいる。
製造

1

2

日

中

2
3

4

「スマート製造と国際標準化」

中

1
18

-

協力がますます重要性を増している。
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化し、
インターネット・データセキュリ
ティ保護能力を持続的に向上させる。

見据え、
フィジカル分野とサイバー技

る。
今後データ流通の自由度が確保さ

れ、データ通信等が安心・安全に行わ

４K/8Kの普及に向けた課題を
し、①データ流通に関する安全の確

データの国境を越えた流動性に関

リューションを創出できる。

リードするようなビジネスモデル、
ソ

強みを持ち寄って連携すれば、
時代を

政策」

「中国のグリーン製造発展状況と関連

省エネ・総合利用司副司長

◆日中省エネ・環境分野での協力

られることがないよう期待する。

術との連動により新たな付加価値を

データが最大限かつ適正に活用され

れるなど、
日中両国の企業活動が妨げ

団体を活用し、
業界の自律能力を強化

れば、
産業や社会に大きな技術革新を

創り出す。

し、関連の教育に努め、各種違法な収

もたらすことが予見できる。
より豊か

３．
多角的協力関係を強化し、
関係

など、
大きなイベントを機に、
家庭での
集データの使用に対する告発を強化

尤勇

解決するのが5Gである。
5Gの特徴

保、②データ流通の制度による保障、

タの信頼性・安全性を確保する要素技

ガイダンスの確立が必要である。デー

データの自由な流通促進にはデータ

り組みを着実に進めていく必要があ

に求められている。
一国や一企業の取

データを利活用することが金融機関

の安心・安全を十分に担保した上で、

「インターネットおよびデータセキュリ
ティ」

計画」
工業グリーン発展計画、グリー

18
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ている。
衛星放送」が始まり、 年の東京オリ

4K/8K映像の一層の普及が期待さ

な未来を目指し、
日中両国がお互いの

と4K/8K技術を組み合わせた、
新

③データ流通には、
国際的な規則が必

工業信息化部では「第 次五カ年

しい産業用途の開発により、医療・交

業のグリーン転換への推進、②デジタ

ン製造プロジェクト実施ガイドを作成

ターネットおよびデータセキュリティ

「IT時代の金融分野での情報管理」

副団長
（三井住友フィナンシャ

が期待される。
これら技術は、労働生

はグローバルな問題であり、各国と共

ル化およびRT技術の利用と企業の

術が
「量子暗号通信技術」
であり、
これ

るとともに、
データは企業や国境の壁

１．
法律標準の改善を続け、
良好な
制度環境を構築する。

し、その推進のため、①伝統的な製造

産性の向上、
イノベーションの深化、
工

ITの進化によって、
金融分野にお

るリスクも高まっている。

する一方、
サイバーセキュリティにかか

く、
金融機関の業務効率も大きく向上

同でインターネット空間での運命共同

業化と情報化のさらなる融合、
環境負

体を構築していきたい。

副団長
（東芝特別顧問）
「DFFTへの取組と共通の価値・原

室町正志

荷の低減などにも貢献できる。
日中企
業の協力により、
4K/8K領域にお
いて日中の連携が世界をリードするこ
とを期待する。

は光の量子力学的性質を活用したも

を越えて流通するため、「国際連携」
が

こうした中、
IT時代において、
顧客

ので、
理論上ハッキング不可能とされて

重要な要素になる。
中国では 年 月

則の共有」

いる。
東芝は、
来たる量子コンピュータ

に
「中国サイバーセキュリティ法」
が施

◆インターネット環境管理

インターネットおよびデータセキュ

時代に備え、
量子暗号通信技術を用い

行され、
具体的には今後制定される実

ネットワーク安全管理局副局長

リティ管理に関する工業信息化部の主

てデータセキュリティに大きく貢献し

施細目等で明確化されると理解してい

6

張新

な取り組みは以下の通り。

ていきたい。
またデータ社会の到来を

工業信息化部との全体会議

日

ルグループ取締役会長）

13

エネルギー資源の情報化利用レベルの

日

いても顧客の利便性の向上だけでな

國部毅

要なことを基本方針としている。
イン

れる。
する。

ンピック、 年の北京冬季オリンピック

20

日本では 年 月に
「新4K/8K
12

通・製造分野などでの社会課題の解決

中

18

22

２．セキュリティの監督・管理を強

17

中

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

向上、③グリーン製造プロジェクトの
ネ協力を進めてきた。

「中小企業のイノベーション発展支援

中小企業局副局長

◆日中中小企業発展融資政策

葉定達

信が安心して行われることが必須であ

のための融資政策」

スマート化を進める上で、
データ通

ジット等の積極的活用による新エネル
り、
環境保全解決にあたって日中両国

実施、
④グリーン金融やグリーンクレ
ギーと新産業の育成支援を展開した。
間の協力活動が円滑に行われるために

支援のための融資政策は以下の通り。

中国の中小企業イノベーション発展

中日両国がグリーン製造分野を加
も、
透明性のあるサイバーセキュリティ

． 年に新たに
「中小企業促進法」
を施行した。

識普及教育活動を組織化し、小規模

副団長
（三井住友信託銀行取締

企業と金融資源のマッチングを強化し

ている。

常陰均

役会長）

「日中ベンチャー協力のための金融支援」

日中両国各々のベンチャーキャピタ

ルに関するエコシステムが整備されて

いく中、個々のエコシステム要素が国

．「中小企業促進法」
に基づき国家

中小企業発展ファンドを設立した。
発

境を越え、
相互に補完し合う機能を高

副団長
（三井住友海上火災

展段階に応じた中小企業を支援する

めていくことが期待される。

保険常任顧問）

「製造分野でのグリーンファイナンス

内容になっている。

をつくるための資金調達は、
国際社会

と「中小企業金融サービス戦略協力

を推進している。中国大手金融機関

られる。

分野では、
次のような取り組みが考え

そのエコシステムの一翼を担う金融

スを共同で構築し、
両国企業のグリー

の大きな課題となっており、グリーン

．中小企業信用貸付の規模拡大

ン発展レベルを引き上げる。

協議書」
を締結し、
多様な方法および

組成し、
日本企業や中国企業への投資

．
日中両国が協力してファンドを

ファイナンスは、
この問題を解決する糸

チャネルにより中小企業の融資環境の

副団長（AGC取締役会

口として注目されている。

石村和彦

日中両国は、
環境分野においても長

業は相互にエコシステムのメリットを

促進し、
小規模企業の融資担保の信用

年提携しているが、
一層の協力が必要
とされる中、
両国がグリーンファイナン

効果を向上させている。
国家融資担保

引基盤と幅広いネットワークを活用す

享受することが期待できる。
スを活用した環境対策においても連携

ファンド設立などの国家支援により、

．
金融機関が自身の持つ豊富な取
を進めるべき時機に来ている。

ることにより、優れた能力を持つベン

．
中小企業信用担保体系の建設を

をより本格化、
活性化させる。
両国企

長）

「I T活用による製造分野での省エ
ネ・環境対策」
ガラスの生産工程において、
AGC
フロー法は、
従来の「匠の技」をAIの

担保料率の引き下げを実施している。

広く展開できるほか、
ガラスの品質を

れにより環境対策に役立つ取り組みを

定的に再現できるようにしたもの。
こ

なく、
民間資金の活用が今後の鍵とな

は膨大で、
公的資金のみでは十分では

たが、
環境問題解決に必要な資金需要

機関が中心となり資金が拠出されてい

を構築、
金融機構の確実な支援を引き

業のために効率的な情報交流ルート

ラットフォームを構築した。小規模企

に対し、
優れたサービスを双方の課題

援することができる。
両国の共通課題

ズをつなぎ、問題解決への事業化を支

従来、グリーンファイナンスは国際

チャー企業と個々の社会的課題やニー

維持しつつ、NOx等の排出ガス量を

．小規模企業の金融基礎知識普

5

6

及教育を展開し、
小規模企業の金融知

協力へとつなげることが期待できる。

解決のため相互に提供し合い、
第三国
有効である。

携できれば、
持続可能な社会の構築に

出す取り組みを行っている。
中国には世界の約半分のフロート窯

る。
この分野において、
日中の官民が連

2

制御し、
省エネも達成している。

有効活用で、
高度な制御技術にして安

1

．
融資サービスおよび情報交流プ

4

改善を進めている。

環境問題を解決し、
持続可能な社会

活用による環境対策」

江頭敏明

法の運用が期待される。

速するために以下の 点を提案する。
．中日共同で政策面および技術

面において相互理解および協力を深
める。
．
グリーン製造の標準規格体系を

改善し、標準の相互認証の実現を検
討・拡大する。
．
中日グリーン製造のモデルケー

日

中

1
18

2

3

3

が存在しており、ガラス分野でも省エ
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：

●長富宮飯店 芙蓉（東）

国家発展改革委員会との全体会議
●９月 日（木）９：

日本側団長挨拶および
基調発言

フォーラム」は、2019年 月に

また「日中省エネルギー・環境総合

められている。

ネス環境と国際社会との親和性が求

安定成長と構造調整の両立を
目指してー日中協力の可能性

30

国家発展改革委員会 副主任

中国側基調発言

寧吉喆

中国のマクロ経済は安定しており、
中

長期的にも経済発展は上向きである。

世界が大きな変化に直面する中、
中

国経済を合理的範囲で回していける

よう以下の つの取り組みを進める。

１ ．反循環政策調整を強化し、財

政、金融、雇用政策措置を実施する。

現在の経済の下振れ圧力に対応する

中国の産業構造改革では、過剰生

対策など、
地球規模での環境問題への

水素社会構築、
海洋プラスチックごみ

資法」が成立したことに感謝する。施

してきた項目を取り入れた「外商投

実施する。

政策および雇用優先政策を引き続き

ため、
積極的な財政政策、
穏健な金融

産設備解消への努力が成果を挙げて

．国民の消費や効果的な投資を

行に向けて本来の趣旨が貫徹される

頭）

最高顧問
（日本商工会議所 会

対応に関する協力実現への進展を期

いる。国有企業改革では市場が決定
的役割を担うメカニズムへの移行が
重要であると考える。引き続き改革

医療・介護など日中両国が共通課題

ことを要望する。環境・エネルギーや

利益に基づく投資促進を図る。

進する。
改革による消費拡大、
長期的

拡大し、強大な国内市場の形成を促

．サプライサイド構造改革を深

に取り組むことにより、
国際社会に貢

献しうる分野は多岐にわたる。日中

両国で力を合わせて、
こうした課題に

化させ、現代的経済システムを構築
運営は難しい局面を迎えているが、
中

米中貿易摩擦の影響もあり、経済

日中協力の新たな領域として、
イノ

国は引き続き過剰生産の解消に向け

受けた東北地方の日本産農水産品・

する。
経済構造の最適化、
経済成長原

ベーションによるスマート社会の実現

て、施策を推し進め、鉄鋼や石炭の削

食品に対する輸入規制の緩和・撤廃

取り組んで参りたい。

や安全・安心な社会作りが期待され

減目標を達成している。今後も世界

について、 年、新潟産米の輸入を解

き続き改革措置を講じて市場エネル

．
重点改革の歩みを加速させ、市

展の転換を図る。

動力の転換を目標に、中国の経済発

ている。政府間の
「日中イノベーション

経済全体に与える影響に配慮した大

禁したことを感謝する。さらなる輸

強化していく。

場ビジネス環境の最適化をはかる。
引

4

11

直接つながっていく。

18

年の東日本大震災で津波被害を

協力対話」を契機として、
スマートシ

国としての責任ある施策の実行を期

ティなどに係る分野の国際標準化の

ギーを活発化させ、内生的原動力を
また、中国日本商会の白書で建議

待する。
な新領域の協力実現のためには、
ビジ

協力なども進められており、
このよう

入規制の緩和が、東北地方の復興に

に向けた取り組みを要請する。

2

3

三村明夫

いる一方、
新たな能力増強により過剰

寧吉喆副主任（中央）宗岡団長（右）三村最高顧問（左）

待されている。

回目の開催を東京にて準備しており、

5

11

団長
（日中経済協会 会長）

13

00

能力問題が惹起される懸念が生じて

宗岡正二

12

12

20
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グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

「2019年版外資参入ネガティブ

よりハイレベルな開 放を推 進 する。
験した過剰債務問題を通じてセーフ

分に備えること。日本では過去に経

る過程で発生する不良債権問題へ十

の効率性を高めるための改革を進め

交換し、意見をすり合わせて、グロー

き姿」についても、日中で密接に情報

放においても、
デジタル経済の
「あるべ

考察が求められる。
今後、
金融市場開

与える「負の側面」
にも十分な分析と

中合同での取り組みについて」

「グローバルな環境規制に対する日

工藤泰三

％に日中両国

バルスタンダードを形作っていくこと

韓 カ国で全世界の約 割を占めて

が関与している。造船分野でも、
日中

副団長（JXTGホールディング

が、
重要である。

しており、全体の約

世界の国際海上輸送量は年々増加

副団長（日本郵船特別顧問）

リスト」および
「外商投資奨励産業目
ティーネットが整備されるなど、包括

．市 場 参 入の緩 和を一層 進 め、

録」
を全面的に実行し、「外商投資法」
的な制度ができている。
中国でも 年
に預金保険条例が施行され、国内金

渡文明

ス名誉顧問）

おり、日中両国が環境規制面で果た

すべき責務は極めて大きい。I M O

（国際海事機関）
では、大気汚染防止

リーンエネルギー分野で期待されて

イノベーションの創出が不可欠で、ク

「脱炭素化」を実現するためには、

でに単 位 輸 送 量 当 たりの排 出 量 を

ス）削減戦略では、 年比で、 年ま

を決定し、またG H G（温室効果ガ

黄酸化物）排出規制を強化すること

の取り組みの一環として、S Oｘ（硫

いるのが「水素を利用した燃料電池」

「水素社会実現に向けた日中協力」

9

の関連法規を迅速に制定し、
外資参入
規制を全面的に見直し、
国内外資本の
融制度の実情、法体系に則した制度

副団長
（みずほフィナンシャル

「金融市場開放とデジタル経済への

グループ取締役会長）

佐藤康博

構築が進められている。

市場参入規格の統一化を続けていく。

日本側発言

副団長（三菱UFJフィナン

中国の金融市場開放は、証券業や

である。

％、さらに 年までには総排出量

30

平野信行
「過剰債務への対応と日中金融協力」

保険業などの分野で外資の出資比率

35

08

を ％削減する目標が設定された。

下の つのポイントが重要である。

融システムを構築する必要がある。
以

揮するとともに、
安全かつ効率的な金

金融機関が健全な資金仲介機能を発

参入と国内金融制度改革を促し、金

外資系金融機関の市場への積極的な

る。
こうした市場開放政策の推進は、

るスケジュールが明 らかにされてい

に 年 月に李克強総理が来日され

燃料電池産業の集積が進められ、特

勢を表明した。中国でも近年、水素・

C O 2排出量削減に貢献していく姿

を決定し、水素社会の実現を通じて

及とともにビッグデータの活用が重

を要する。
その間、LNG燃料船の普

ションの技術革新が不可欠だが、
時間

池、
水素燃料、
CO 2回収等ゼロエミッ

こうした目標の達成には、燃料電

年 月、
日本は「水素基本戦略」

50

対応」

持続的な経済成長を維持しながら

規制を 年に向けて段階的に撤廃す

3

40

50

シャル・グループ取締役 執行役会長）

過剰債務の調整を進めるためには、

12
融システムの強靭化をもたらすこと

20

によって、
海外投資家の中国国内市場

て、
トヨタ自動車の燃料電池車・ミラ

活用することで、燃料消費を最小限

要である。
世界中の船からのデータを

．市場開放や規制改革などを通

じて金融システム全体に競争原理、

イを見学以降、急速にその機運が高

の航行が可能となる。グローバルな環

への投資環境を整え、結果として人

術面では海外の協力に期待している

境規制に対応していくためには、
日中

市場メカニズムを確実に根付かせる

とのことだが、今後、「水素社会の実

両国が、
様々な分野で相互連携し、
先

に抑える最適ルート、
最適スピードで

一方、
デジタル経済の発展は圧倒的

現」を日中協力のメインテーマの一つ

行的な取り組みを推進していくこと

まっている。中国は水素に関して、技

業務ライセンスの早期付与など、
さら

な生産性向上をもたらし、消費者の

と位置付け、
日本とともに取り組んで

民元の国際化への重要なステップとな

なる規制緩和が逐次行われていくこ

利便性と満足度を向上させる。しか

が求められる。

こと。日中間においては今後、既に両

とが期待されている。

いただくようお願いしたい。

る。

5

国間で合意済みの邦銀に対する債券

18
しデジタル経済の進捗が、
社会経済に

．
経済の減速、
あるいは資金配分
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副団長
（昭和電工相談役）

介したい。

中心とした厳しい輸入規制が、日本

の課題であり、その解決のためには、

海洋プラスチック問題は地球規模
地で、地域の観光資源や特性を活か

ンバウンド観光の振興である。
全国各

現在、日本が取り組んでいるのが、
イ

需要の減少に対応する政策として、

月に新潟県産米の輸入を再開した。

善の兆しが見え始め、中国も 年

ため、
被災地は様々な施策を施し、
改

なっている。
こうした状況を打開する

まだ続いており、
産業振興の足かせに

の 都県という広いエリアにおいてい

プラスチックごみの海洋への流出抑制
しながら、
観光客集客への取り組みが

被災地をはじめ、
日本の地方は、農

１．
インバウンド観光の振興：国内

に世界全体で連携して取り組む必要
展開されており、横浜も港町の特性

水 産 業を基 幹 産 業とする地 域が多

な材料の使用後の環境と安全に対す

このことは、プラスチックという有用

促進を図ることがより効果的である。

性の観点からは、リサイクルの拡大、

発・利用の促進も考えられるが、経済

れている。横浜は地理的な特性を有

な人材を活用する取り組みが展開さ

活用によって、省力化や効率化、多様

刻化への対応として、
情報通信技術の

応：地域社会における人手不足の深

２ ．地 域 社 会 の人 手 不 足への対

るうえで重要であり、
これをきっかけ

る。「食」は人や地域交流を盛んにす

日本の地域振興にとって不可欠であ

く、今後、農水産・食品の交易拡大は

に日中両国の経済全般においても、
さ

経済運行調節局長

中国側発言

らなる交流発展が図られることを期

待する。

李文卿

「中国のサプライサイド構造改革」

中国が行っているサプライサイド構

造改革は以下の通り。

．
鉄鋼、
石炭等の過剰生産能力の

解消を着実に進めている。
目標に対す

る具体的任務を文書で明確にした。

関連部門の努力により 〜 年に余

剰生産能力を削減し、低品質の鉄鋼

生産を取り締まった。その結果、関連

企業の利益も向上し、環境保全の情

勢も好転した。

．企業 デレバレッジを積極 的か

つ着実に実施している。市場化、法治

化されたデット・エクイティ・スワップ

（D E S）を打ち出し、企業のデレバ

レッジを積極的に推進している。

．実体経済の企業コストの軽減

を大々的に推進している。
関連部門と

ともに社会全体の各種ビジネスコス

トの軽減に力を入れ、実体経済の企

業負担を効果的に削減している。

．重点分野における弱点の補強

22
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高橋恭平
「海洋プラスチック問題への対応と日

がある。その対策としては、生分解性
を活かした取り組みを行っている。

中環境協力」

プラスチックや紙等の代替素材の開

る配慮に関わる問題として、化学産

することから、
海外との結び付きが強
これからは、多種多様な人々がス

業が率先して解決に取り組むべき課
日中の政府間でも、日中省エネル

トレスなく暮らすことができる都市

18

18

く、
チャイナタウンもある。

ギー・環境総合フォーラム等を通じて

を造っていくことが、地域社会の活力

者が東北地方を訪問するなど、人的

16

11

発言する国家発展改革委員会経済運行調節局の李局長（左から２人目）

10

題でもある。

この問題に関する議論が始まってお

を維持していくために重要である。

副団長（仙台商工会議所会頭/

年 前（2011年）
の東日本大

「日中農水産物貿易と地域振興」

七十七銀行相談役）

鎌田宏

り、両国の政府には、リサイクルやイ
ノベーションを推進するための法制度

副団長
（横浜商工会議所会頭/上

の整備等の支援を要請したい。

上野孝

野トランスティック代表取締役会長兼社長）

「人口減少、少子高齢化」
の課題を

交流が活発化する一方、農水産・食品

震災以降、今では多くの中国人旅行

抱える中で、地域経済活性化のため

分野の交易の面では、
東アジア諸国を

「地方経済活性化のための施策」

の施策について、横浜の事例を交え紹

1

2

3

4

8

グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

続き投資分野における
「放管服」改革

の持続的で健全な発展を促し、引き

クトの資金保障を強化し、民間投資

に力を入れている。弱点補強プロジェ

比率は低い）だが、
これは発展の特定

は相対的に不均衡（公共部門の負債

可能性は小さい、②中国の債務構造

なものであり、債務危機が発生する

現在の全体的な債務規模は制御可能

成果をさらに多くの国や地域

中日省エネ・環境保全協力の

資業務が展開される。

発行など、イノベーション型融

金融が発展し、グリーン債券の

「第

を深化させていく。
ための十分な自信と政策的手段があ

に広げていきたい。 月開催の

地区経済司副司長

段階の産物、③債務問題に対応する

安利民

回中日省エネルギー・環

政府の債務問題への対応について

クごみの規制やエネルギー効率

ルギーの発展、海洋プラスチッ

境総合フォーラム」
で、
水素エネ

中 国 政 府は新たな東 北振 興を進

は、地方政府の債務管理強化を重点

の向上など、中日の実務協力の

る。

めており、成果を得ている。①東北経

とし、負債による資金調達への管理の

「東北旧工業基地振興」

済の成長は全体的に安定し、②ビジ

金融改革に関しては金融システム

朱建武

深化と推進のために話し合い

やめ、
工業生産額を高め、④イノベー

全体の健全性が高まり、金融機関と

「中国のイノベーション発展の

強化については、
無秩序な負債増加を

ションや創業の気運が高まり、⑤イン

市場の構造改革が促進された。今後

趨 勢と中日イノベーション協

ネス環 境は引 き続 き合 理 化 されて

フラ建設のさらなる改善で、
⑥社会の

は、
引き続き金融のサプライサイド構

力」

たい。

全体的な情勢が安定している。

造改革を進め、
良好なエコシステムを

抑制している。

中国東北地域の日本との連携は深

作っていく。金融業の自由化レベルを

おり、③重大プロジェクトの実施をは

化を続け、勢いは好調で、各省は個別

高めていきたい。

通り提案する。

協力を推進するために以下の

実務的な中日イノベーション

高技術産業司副司長

に日本企業と提携を進めている。
今後、東北振興は、さらに進展し、

趙鵬高

野を明確に選択し、中日イノベーショ
こと。

１．
両国がWin・Winとなる分

中日協力の潜在力は大きい。中国政

「中国の地球規模での環境汚染対策」

ン協力を様々な方面へと広げていく

資源節約・環境保護司副司長

府としても東北地域の対外開放を進

中国政府はグリーン発展を重視し
ており、中国経済社会の五大発展理

め、自由競争のための市場環境の構
築に努めていく。

準を整理して、企業間の深い協力と

ともにスムーズな制度環境を作り上

げていく。

．さらに民間の活力を刺激する

こと。中日が共生・共有の産業エコシ

知的財産権の保護、デジタル経済な

業を奨励するために、
両国がスタート

効果的に両国のインキュベーター、起

ステムを構築することを奨励し、
より
リーン技術イノベーション体系の構築

どの分野の法的制度の課題も含めて、

アップ企業の協力交流を支援する。

．
制度の整合性を強化すること。

徐暁波

を急ぎ、グリーン発展の規模と質が

政府・産業界・学術界などのレベルで

念の一つとなっている。
市場に基づくグ
「中国の過剰債務問題への対応と金

著しく向上した。今後グリーン政策

財政金融司巡視員

融改革」

意見交換を行い、関連政策・規則・基

中国国内でも水素ステーションの設置がなされている

12

支援がますます強化され、グリーン

中国の債務問題に対し、①中国の
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内モンゴル自治区訪問団報告

新たな経済発展の可能性を秘める内モンゴル自治区
第 45 回日中経済協会合同訪中代表団（以下、
「合同訪中団」
）一行は、
北京での一連の行事を終えた後、9 月 12 ～ 14 日の日程で地方視察を実
施した。今年の地方視察は内モンゴル自治区である。同地では、布小林・
内モンゴル自治区政府主席から歓待を受け、布主席や同自治区地方政府
幹部との会見ならびに同地企業関係者との交流を行った。本稿では、同
自治区の概況や経済状況を簡単に触れた上で、地方視察での行事につい
て報告する。
内モンゴル自治区布小林主席と訪中代表団

2018 10.1
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同自治区の対外貿易・経済関係を見

2,500

2
34

13

G
R
P

ると、「一帯一路」
の沿線国・地域との貿易

3,000

18

総額は全体の ％を占め、
うちモンゴル

3,500

6

とロシアの カ国で全体の ％を占めて

4,000

1
増加したが、 年にピークアウトし、
その

4,500

後は減少傾向となっている
（図 ）
。
また、

5,000

同自治区の 年の直接投資受入額は、
中

海外直接投資額（実行額）の推移

(100万ドル）

連携や協力を成長のエンジンの一つにし

図3

2

いる 注１。

（出所）図 1に同じ

3
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は、

0
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は ・ ％
（図 ）
で、全国平均 ・ ％
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に達していない。１人当たり

2017
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内モンゴル自治区は、
日本の約 倍の

2016 8.8
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で、
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面積を有し、東西は2400キロに伸

50.5

全国平均である 万４６４４元をわず

2015 9.1

10

び、
北は大部分でモンゴル国、
一部でロシ

39.5

かに上回っている。 年上半期
（ 〜 月

51.3

ア連邦と接している。
自治区内は高原が

2014 9.2

海外からの直接投資
（実行額）
の受け

35.5
36.9

期）
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グローバル・
ガバナンスの革新ー日中協力の新たな地平を拓くー
—2019年度日中経済協会合同訪中代表団抄録—

握手して出迎えてくださった。

到着し、
布小林主席は団員一人ひとりと

合同訪中団は、 日の夕刻にフホホト

■布小林主席と地方政府幹部との会見

ていくのも今後の課題と言えよう 注２。

の 分野を挙げた
（表１）
。

環境、
⑤観光・医療・健康・養老サービス、

経済、
②製造業、
③農業・牧畜業、
④生態

具体的な協力分野として、
①エネルギー

に促進・発展していくことを望むと述べ、

するとともに、
日本との協力関係がさら

者が 人ずつ、企業紹介を行った。
日本

を行った。その後、
日中双方の企業代表

の投資事業を行っていることなどの紹介

しつつ、
住友商事が赤峰市で風力発電へ

事会長）
から歓待に対する感謝の意を示

表団を代表し、
中村邦晴副団長
（住友商

と企業間交流が行われた。合同訪中代

的な産業にも一層力を入れながら、
新素

造の高度化を全面的に進めており、
伝統

クリーンに保たれている。
同時に、
産業構

にあふれ、省エネ・環境保護政策により

展開しており、
現在所有する鉱山は、
緑

た、花園型工場やグリーン鉱山建設を

の多角化を図る大型民営企業である。
ま

介をしたのち、
まず布主席が挨拶をされ

グデータなどの新たな産業に注力す

統的な産業の発展を堅持しつつ、ビッ

に感謝するとともに、
内モンゴルは伝

これに対し、
宗岡正二団長は、
歓待

れた。

らに広げていくことの希望が述べら

日中経済協会とともに協力分野をさ

が深い点などの発言があり、最後に、

な優位性や、
ロシアとモンゴルとの関係

このほか、
内モンゴル自治区の地理的

環保科技有限公司）

（１）
李戦勝董事長
（内モンゴル久科康瑞

からの企業紹介は以下の通りである。

ドに期待する旨の発言を行った。
中国側

と内モンゴル自治区との各製品のトレー

団長
（阪和興業名誉会長）
が同社の概要

トを進めていることを紹介し、
北修爾副

ゴル自治区で環境保護関連のプロジェク

代表取締役会長）
が同社の概要と内モン

側から、
大倉鎮信副団長
（東工コーセン

せていることが理解できた。
また、
それら

な産業を育成し、
質の高い発展を加速さ

ネ・環境、
医療・養老サービスなどの新た

しながら、データやデジタル分野、省エ

区は、
地元特有・固有の産業発展を堅持

今回の訪問を通じて、
内モンゴル自治

■終わりに

物流、
貿易にも力を入れている。

を活用した商業プラットフォームによる

材、
新エネルギー産業や、
インターネット

会見では、日中双方から出席者の紹

た。
日本側一行の内モンゴル訪問を歓迎

るなど、
質的発展に力を入れているこ

峰市（孟憲東市長）
から、それぞれ各

長）
、
バオトウ市（王秀蓮副市長）
、赤

体である、
オルドス市
（スチンビリゴ市

その後、
内モンゴル自治区内の自治

述べた。

新しいビジネスチャンスを発掘したと

済交流、協力が一層促進し、
その中で

とや、
今回の訪問を通じて日中間の経

いる。

設、プロジェクトの維持管理を提供して

ス、
科学研究設計、
環境保護設備工程建

ニーズに対応し、
専門情報、
技術サービ

高い品質と優良なサービスをもって顧客

務は、
工業廃水の再利用であり、
一貫して

理の請負を行っている。
会社の主要な業

イテクノロジー企業であり、
環境改善処

同社は 年に設立された中国国家ハ

照

計年鑑2018」
の347～348頁を参

朗、
同主任 藏田大輔）

（日中経済協会 調査部PJ部長 畑田好

指導者の発言の中にも感じられた。

働したいという意気込みが同自治区の

な経験を有する日本から大いに学び、
協

注２：日本から内モンゴル自治区への海外

注１：中国統計出版社発行
「内モンゴル統

重点分野に関する先進的な技術や豊富

市の概況や日本企業との協力状況等

（２）
奥凰廷董事長
（蒙泰集団）

同グループは、
石炭、
電気、
アルミニウ

直接投資額は 万ドルで、
同自治区FDI

全体の ％未満
（ 年）

29

07

■自治区政府主催の招宴と企業交

ム同産業の一体化を主要業務とし、
新エ

10

ネルギー、
新素材などを活用しつつ事業

1

布小林主席による日本との 5 つの協力分野（発言順）

2

の説明があった。

（注）80 年代頃から内モンゴル自治区を中心に植林ボランティアを実施し、環境保全だけでなく、日中友好にも貢献。これらの
活動に対して、中国政府から国家友誼賞、内モンゴル自治区政府から名誉勲章が授与されている。

流会
会見後、同自治区政府主催の招宴
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5

12

■エネルギー経済
石炭、風力、太陽光発電が盛ん。クリーンコール、蓄電、水素エネルギー、炭素隔離貯留（CCS）
技術などの開発に注力。日本の先進的な技術等を導入したい。
■製造業
薬品・化学、建築材料などの高品質化に注力しており、レアアース、シリコン素材、新エネルギ
ー化などの産業の発展を加速中。日本の鉄鋼、自動車、旋盤製造、建築機械、新素材・新エネル
ギーなどの分野での協力を希望。
■農業・牧畜業
農業・牧畜が盛ん。トウモロコシ、大豆、馬鈴薯、牛乳、牛・羊肉、カシミアなどの生産量が多い。
日本の同分野における細やかな管理、ブランド意識や生産、加工などで、日本との協力を希望。
■生態環境
グリーン鉱山の建設や大気・水・土壌汚染、砂漠化防止などの省エネ・環境保護を推進中。日本
はこの分野において豊富な経験を有しており、日本と内モンゴルは強い互換性もある。また、遠
山正瑛氏（注）をはじめとする日本の植林ボランティアに対して感謝。
■観光・医療・健康・養老サービス
これらの分野に対する市場ニーズが非常に大きく、同分野発展のために品質向上などの取り組み
を実施中。日本から、医療製品・設備・管理・サービスでの協力を希望。

表1

野の脆弱部分の補強）
が提出された。また、

済産業省通商政策局・杣谷晴久通商交渉

陽日本国総領事館・川上文博総領事、経

一般財団法人日中経済協会 東北開発・イノベーション事業部 次長

「2019年日中経済協力会議 於黒龍江」
開催報告
◆後藤正博

年 月には、李克強国務院総理が黒龍

程志明・黒龍江省副省長と握手する宗
岡会長

後は日本と農業・食品分野での協力強化

を希望。内モンゴル自治区は日本企業によ

る同自治区での有機農畜産物および食品

加工の生産拠点建設を希望。農・畜産業

の現代化・産業化・集約化を目指す。

北海道出身の農業技術者・原正市氏に

よる稲作指導で、中国東北地域が有数の

米どころへと変貌した。近年は北海道産の

米が中国に輸出され、北京や上海等で販

路を拡大している。山形県内には の酒蔵

と のワイナリーがあり、日本酒は全国ト

振興戦略」が出されて以来、東北地域に

2003 年に「東北地域等旧工業基地

行ったほか、ハルビン市では青果市場やハ

江省牡丹江市を訪問し、農家との対話を

方から日中経済協力促進に向けた基本方

官が挨拶を行い、全体会議では、日中双

ーナショナルワインチャレンジ）SAKE

ップレベルの評価を受け、IWC（インタ

産量を誇るさくらんぼが楽しめる果樹王

区等でロボット、ハイエンド溶接、レーザ

黒龍江省は日本企業が新区や総合保税

②製造業

る「食の宝庫」で、酒蔵数は日本一を誇る。

コシヒカリや新鮮な日本海の幸に代表され

されている。新潟県は日本一の品質を誇る

沢牛・山形牛等も高評価で、海外に輸出

今回の会議での議論の結果として会議

る署名が行われた。

国で、つや姫や雪若丸等のブランド米、米

部門で多数の賞を受賞。また、日本一の生

となる日中経済協力会議は、 ７月 日

備忘録を作成し、日中双方の代表者によ

針や政策措置についての発言が行われた。

な成果が得られていない。 年 月には新

実務的な日中経済貿易協
力を目指して
今回で 回目、黒龍江省では４回目

干の意見」が発表され、その後も関連政

５つのテーマでの議論

食品加工、②製造業、③観光業、④健康・

全体会議で議論されたテーマは、
①農業・
会議には、中国側から東北３省１自治

高齢者福祉、⑤投資・貿易の５分野であっ

ンターで開催された。

区政府、中央政府、経済団体、企業の関

た。概要は以下の通り。

知能、情報などの産業に投資し、共同での

係者 304 人が参加し、日本側からは日

黒龍江省は世界三大黒土帯の一つで、穀

先進製造業の発展を歓迎。遼寧省はロボッ

ー通信、インテリジェント機器製造、人工

物生産量は８年連続中国第１位、緑色有

ト、ハイエンド海洋プラント設備、グラフ

①農業・食品加工

機食品の栽培面積と生産量は中国最大。

ァイト新素材、バイオ医薬等の分野で、特

求（全面的な改革の進化、イノベーション

日午前に行われた開会式では黒龍江

経済団体、地方自治体、企業の関係者

日本とは現代農業や有機食品の分野での

に日本の中小企業との協力を希望。吉林

瀋陽市で開催した座談会では、新時代の

省・王文涛省長、日中経済協会・宗岡会

協力を希望。吉林省は現在シンガポール

省は日本との間で５G、AR・VR、アニ

人が参加した。

による域内原動力の発揚、協調発展の新

長のほか、商務部アジア司・羅暁梅副司長

と農業分野で重点プロジェクトを実施。今

東北振興の推進に向けた具体的な６つの要

たな枠組みの構築、グリーン発展の優位性

（アジア司・尹剛一級調研員代読）
、在瀋

本国政府、日中経済協会をはじめとする

29

向上、開放協力の公共財の建設、民生分

月に習近平国家主席が東北 省を視察、

協調発展の対象の一つとなっている。 年

課題であり、第 次五カ年計画では地域

中国政府にとっても東北振興は重要な

ォローアップが行われている。

にハルビン市内にあるハルビン国際会議セ

区等旧工業基地の全面的振興に関する若

たに「中国共産党中央と国務院の東北地

4

策が打ち出されるなど東北振興に向けたフ

18

16

3

18

13

26
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中国東北 省 自治区と日本経済界との直接対話の場として、2000年から日中経済協力会議
が開催されている。今年で 回目を迎えた本会議が、７月 日に黒龍江省ハルビン市で開催された。
29

東北の全面振興のチャンスを捉えた
実務的な日中経済貿易協力の推進

18

東北振興に向けた中国政
府の対応

－

8

52

1

ルビン新経済産業園等を視察した。

14

3

対して諸政策が施されてきたが、思うよう

19
29

81

9
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全体会議での発言者

医薬等の分野での日中協力に期待。

高効率節水農業、省エネ・環境、バイオ

ト、高性能医療機器などの先進設備製造、

の新素材、新エネルギー車、工業用ロボッ

ラフェン・高品質合金・先進的複合材料等

光発電等の新エネルギー、レアメタル、グ

介。新潟県は県内に カ所超のスキー場

キー場、夏スキーの月山スキー場等を紹

数の「花笠まつり」
、樹氷で有名な蔵王ス

所「出羽三山」
、県内各地の温泉、東北有

を歓迎。山形県は日本遺産認定の観光名

白老町の国立博物館「ウポポイ」への来場

月にオープン予定のアイヌ文化を紹介する

建設に積極的に参加することを期待。内モ

瀋陽撫順改革イノベーションモデル区等の

において、日本企業が自由貿易試験区、

文化など生産性サービス産業の重点分野

産業集積に期待。遼寧省は、金融、運輸、

構築、越境電子商取引、産業チェーン形成・

日本企業と協力して国際的なチャンネルを

ア地域を結ぶ海陸複合輸送ルートを形成。

鉄道を利用して日本・韓国等の北東アジ

加、ロシア極東の主要港や中国の東北幹線

たしている。

アジアのゲートウェイ」としての役割を果

の首都圏を結ぶ最短距離上に位置、
「北東

航空路・航路で結ばれ、北東アジアと日本

を受賞した。新潟県は中国東北地域等と

ル等の商品を出展し、 年に「優秀組織賞」

参加、ステンレス鍋や鉄鍋、キッチンツー

る。ハルビン国際経済貿易商談会には毎年

支援を中心に県内企業をサポートしてい

来、東北各地での商談会・見本市への出展

北海道では、外国人来道者数のうち中

北海道は大気・水質・土壌汚染防止関

を有し、151 カ所の温泉地は全国第３

ンゴル自治区は日本企業による自治区内の

メ、CG 技術等の分野での協力強化を希

連の環境技術が発展しており、 年 月

位、全長約 150 キロの カ所の庭園を

国が全体の約 ％を占めトップ。 年

に札幌市で開催した日中経済協力会議で、

巡る「にいがた庭園街道」を PR。

望。内モンゴル自治区は風力発電や太陽

中国企業と土壌改良や水処理技術等に関
④健康・高齢者福祉

野に投資することを期待。

物流、貿易、観光、金融等のサービス分

する商談を実施。山形県は、
機械や半導体、

好評を博した企業商談会
および企業視察

会議当日の 日午後に開催した企業商

発を推進。来春供用予定の山形

やバイオテクノロジー等の技術開

大学との連携による有機エレクトロニクス

自動車・航空機等の産業を支える地域で、

齢者福祉システムと技術を吉林省の産業

で日本の協力を希望。
吉林省は、
日本の高

イフサイエンスおよび技術研究などの分野

ビスや用品開発、
文化・娯楽、
金融・保険、
ラ

黒龍江省は、
高齡者向け医療・介護サー

の松雷百貨店で北海道フェアを開催、６月

なり輸出が増加。 年３月にハルビン市内

中国に北海道米が直接輸出できるように

燻蒸倉庫が指定登録施設として認可され、

情報交換や商談を行った。

ープに分かれて、日中両国企業がそれぞれ

②観光業、③健康・高齢者福祉の３グル

また、翌 日には黒龍江省人民政府の

育成等で協力関係を深めていきたいとの

今後は東北３省を中心に施設運営や人材

遼寧省瀋陽市の高齢者福祉施設を視察。

港との直通の国際定期コンテナ航路は週

向にある。山形県の酒田港と上海・寧波

国に輸出される山形県産品は毎年増加傾

でも食品と工芸品の販売促進を実施。中

経済貿易商談会に出展し、北京や上海等

ビン市に事務所を開設、毎年ハルビン国際

アイヌ文化の紹介を行った。山形県はハル

ブースを出展し、道産品の販売・商談や

れている。今後、日中経済協力会議を日

ロジェクトや大規模インフラ整備が進めら

現在、中国東北地方では国家的戦略プ

期待される日中経済協力
会議の役割

察した。

ビン・ライト兄弟飛行技術有限公司を視

ビン工業大学ロボット集団有限公司、ハル

新区規画館、ハルビン楽活医養家園、ハル

案内により、ハルビン市内にあるハルビン

産の商品をＰＲした。

③観光業

光インフラ建設、マーケティング、

勝区の建設保護計画・管理、観

る予定。

業関係者と道内企業との商談会を実施す

との間では観光商品の開発、景

北海道は 年２月に、道内企業４社が

黒龍江省は、ハルビン市の氷祭

考え。環境技術と高齢者福祉をテーマに、

３便、韓国釜山での積み替えにより、中

中経済交流のプラットフォームとして活用
黒龍江省は、積極的に「一帯一路」に参

⑤投資・貿易

19

観光情報の共有および観光人材

20

国際経済貿易商談会等で新潟県

りが国内外で知られており、日本

年春節前までに、東北３省の政府・企

国の他の港ともつながっている。新潟県は、

18

していただければ幸いである。

30

19

談会では、①農業・食品加工・製造業、

大学の重粒子線がん治療室を紹

のハルビン国際経済貿易商談会では北海道

4

基盤と結合させるなど、
日中共同による高

北海道は、 年５月に道内の精米工場・

19

20

介。新潟県内では金属加工業や

40

30

齢者福祉産業発展に期待。

10

1997 年に大連経済事務所を開設、以

中国側
日本側
程志明副省長
土屋俊亮副知事 黒龍江省
遼寧省
李鵬副秘書長
山形県商工労働部 木村和浩部長
吉林省
朱天舒副省長
新潟県産業労働部 橋本一浩部長
内モンゴル自治区商務庁 李春生副巡視員

育成等での協力を希望。
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18

精密機械の生産が進展、ハルビン

北海道庁
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中

黄耀文
中国国家発展改革委員会国際合作中心 特約諮詢研究員

中国国新ホールディングス有限責任公司 副総経理

中日プライベート・エクイティ・ファンド
協力への展望
馬強
訳：

日両国は二千年余りの交流の歴史を持ち、漫々たる歴史の大河において、舟船往来や人的かつ文化交流を通じて、
相互に学び合い、参考にし合い、交流と協力が促され、それぞれの社会進歩と経済発展が綴られてきた。
新時代に向けて、中日両国首脳により、何度も両国の財政金融、省エネ・環境保護、医療介護、科学技術革新、先端製造業、
シェアリングエコノミーなど多岐に渡る分野における実務協力を一層拡大する共通認識が達成され、中日協力に全面的
なアップグレードに向け新しいチャンスの形成が推し進められてきた。
金融協力は、新段階を迎える中日協力の最も重要な分野と課題であり、重大な意義がある。本稿では、中日金融協力
ファンド）
協力をメインに、中国国内市場向けの中日
の一環とも言えるプライベート・エクイティ・ファンド
（以下、
ファンド協力と中日産業連携を主導する、中日協力の新たなスポットライトを当てて提案したい。

は、我々が共に積み重ねてきた経験

り、協力すれば互恵共益となる」こと

「 調 和 あ れ ば Win・Win と な

金融分野での協力には積極的かつ活

は発展の勢いが見られる。両国の財政

現在の中日の貿易および産業協力に

会える我々は、大変幸運と言えよう。

していくことを期待している。金融協

け早く中日間の金融協力が着実に発展

益性については認めており、できるだ

筆者は、中日経済協力の補完性と共

メントなどの面においては弱点が存在

科学技術、工業、サービス業、マネジ

くの解決すべき問題に直面している。

迎えている。同時に、中国経済も数多

の改善継続もあり、大きなチャンスを

果がある。金融協力はそれぞれの新し

は強みがあることから、両国は金融協

プにより、多くの発展チャンスに恵ま

中国は、
現在、
経済面のグレードアッ

ホールディングス有限責任公司（以下、

用模範資格が与えられている中国国新

筆者は、中国国務院より国有資本運

28

JC ECONOMIC JOURNAL 2019.11

ニーズが生み出され、物流、インター

ネット、介護、医療、衛生、旅行、文

化など関連産業の発展を後押ししてい

る。また、中国の伝統産業は適正化と

グレードアップが進んでおり、新たな

技術革命により、新産業、新モデルも

絶え間なく生まれ、次世代情報技術、

新エネルギー技術、新素材技術、ハイ

エンド製造技術などの分野では大きな

発展の余地がある。さらに、産業のグ

リーン発展においては、中国はこれを

経済社会発展の重要な理念の一つとし

て位置付けており、グリーン発展がか

である。中日経済は、高度な相互補

発な現象も現れている。数多くのイノ

力は、今まで以上に両国の産業協力を

する。これらの分野はいずれも日本に

つてないほどの高いレベルまで引き上

完性を有し、中日国交正常化から 年

ベーション協力も建設的、確実的に進

けん引し、かつ経済を活性化させる効
し 2000 億元の RQFII 枠の付

ハイレベル経済対話が行われた。また

れている。例えば、中国は世界で最も

中国国新）に所属し、主に中国国新傘

利益を実現させ、共同発展を図るべき

本最大の輸出入国となり、中日協力の

中日資本市場フォーラムの開催や中

速く都市化が進んでおり、大規模な人

し、中日の戦略的互恵関係を一層充実

な交流により、実績と効果を挙げてき

および中日証券市場協力の強化、中日

見通しは非常に良い方向に向かってい

日人民元協定など、いずれも中日財政
ると言える。

4

である。

力と産業協力を通じて、双方の共通の
月に中日通貨スワップ取極の締結

3174 億ドルを超え、前年度同期

タによると、 年の中日の貿易総額は、

8

産業ファンドの設立、 年 月に中日

10

下の国有資本運営に関し、市場原理に
こうした新しい歴史の現場に立ち

19

させることだろう。

い経済成長ポイントの発掘と創造を促

げられ、新興産業の台頭や消費者環境

余りを迎えるこんにち、両国は伝統的

められ、 年 月に、中国は日本に対

ている。

経済貿易分野および産業分野での緊密

P
E

与を合意、 月に中日財務大臣会談、

5

た。2019 年初めの日本側のデー

18

47

比 ・ ％増であった。中国は既に日

18

口移住に伴い、強大な投資と消費の

7

金融協力に活力があることを反映し

6
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図を描いており、
それが中日 PE ファ

で、個人的な立場で中日金融協力の構

ンド投資業務を担当している。その中

基づく手段と国際ルールに沿ったファ

している。

日産業協力に良好な基盤と条件を提供

力、さらには PE ファンドによる中

基本的要素は、中日 PE ファンド協

原理に沿った方法でファンド資金の募

ファンドを設立し、国際ルールと市場

る成長性の高い案件に投資する PE

ド製造業などといった新興産業に属す

かみ、高いリターンを確保することが

長案件への投資チャンスを効率的につ

国内ファンド管理会社を利用し、高成

構成し、比較的安価なコストで、中国

ンド協力なのである。
筆者が描く中日 PE ファンド協力

投資後の管理およびバックアップ、投

集、案件の選別、投資の検討と決定、

できる。

つ目の「中日間の成長性の高い新

には、
「中国国内新興産業案件を対象

興産業協力の促進」とは、日本国内の

もしくは中国企業と産業協力を行い、

資回収、配分計画および実行など一連

また、同時に、日本国内で、前述の

新たなビジネスチャンスを創出したい

とする中日協力ファンドの投資協力」

中国 PE ファンドのパラレルファン

日本企業に対して事業支援を行うな

投資家から資金を集め、主に未上場

ド（ドル建てもしくは日本円建て）を

どの機能を備えていることである。

ファンド管理会社が、中国企業に投資、

１つ目の「中国国内新興産業案件を

日本側の戦略パートナーが設置し、そ

世界は、次世代科学技術イノベー

管理運営を展開することを指す。

収やリターンを求めるファンドであ

対象とする中日ファンド投資協力」と

の管理運営を、前述の中国国内主体と

ションの発展により、社会生産と消費

と、
「中日間の成長性の高い新興産業

る。当該モデルは米国で生まれたも

は、①中国国内に充分な資本力、②ビ

日本側の戦略パートナーと共同で日

も、工業化と自動化からデジタル化、

企業に対し投資を行い、最終的に投

ので、1976 年にウォール街で成

ジネス上における高度な信用、③豊富

本に設立したファンド管理会社に委託

スマート化に転換しつつある。ビッグ

協力の促進」の２分野から構成され

立したパートナーシップ投資ファン

な産業資源、④高品質かつ高成長の投

し、中国国内と日本国内それぞれの

資対象企業の IPO、M&A および

ド KKR が、最初の PE ファンドで

資候補案件、⑤投資を実施した後の巨

な影響を与えている。中日両国は、い

ある。四十年余りの発展を経て、PE

の特徴は、日中双方に設置した２つの

ずれも科学技術・イノベーション大国

データや IoT などの先端技術は医

ファンドを１つのファンドとして擬え

であり、世界規模での変化に直面して

ファンド管理会社が緊密に連携して共

チームを

ながら管理運営を展開し、２つのファ

いる。一方、中日両国は異なる発展段

大なバックアップ能力、⑥安定かつ有

シップ企業法」の施行と中国経済の急

選 任 し、

ンドの投資方向が同じであっても、日

階にあり、補完性が高い。中日 PE

ファンドは銀行貸付および IPO に

速な発展に伴い、大きく発展して来た。

中国国内

本側ファンド管理会社は、中国国内

ファンド協力は、このような分野に焦

療ヘルスケア、省エネ・環境保護、ハ

日本は、百年を超える金融の歴史を

の IoT、

ファンド管理会社から推薦される対象

点を当て、両国の共同発展を大きく促

同利益に基づき一体化した投資を行う

持ち、健全かつ良好な規制に支えられ

AI、 医

案件について、最終的に投資するか否

進 し、Win・Win の 関 係 が よ り

効な中央および地方政府資源を備える

た金融市場を背景に、高度に法律化・

療ヘルス

かを独自判断できる権限を有するもの

確実なものにさせ、中日経済社会の発

次ぐ重要な融資手段へと成長した。中

制度化された金融監督体制を有し、安

ケ ア、 省

である。このような協力体勢の下、日

イエンド製造業などの分野に将来大き

定的な経済社会秩序を保っている。し

エ ネ・ 環

資業務について少人数で専門チームを

展と成長に貢献するものと思われる。

仕組みが想定される。このファンド

かし日本経済も日本企業もさらなる国

境 保 護、

投資運営

際市場と新たな成長ポイントを求めて

ハイエン

本側ファンド管理会社は、ファンド投

主体より、豊富な経験と実績を持つ

る。

2

経営層の買戻しなどを通じて、投資回

PE ファンドとは、未公開方式で

日本国金融庁総合政策局柴田聡参事官
（左 3）
と筆者、
訳者および関係者（19 年 6 月 17 日撮影）

国の PE ファンド投資は 年から現
れ、 年の「中華人民共和国パートナー

90

いく必要がある。これら日本が有する
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DT 弁護士法人

実務の変化
年ルール」に変更されました。
注意したいのは、6 年の計算は 19 年 1 月 1 日から計
算しはじめ、18 年末までの滞在年数は考慮されません。
なお、任意の年度において 1 回 30 日以上中国から出国
することにより、かかる年数をリセットすることができ
ます。

４．
駐在員の免税手当が専門付加控除へ
これまで、駐在員に対して、①住宅手当、②食事手当、
③引越費用、④クリーニング手当、⑤国内外出張手当、
⑥帰省旅費、⑦語学研修費、⑧子女教育手当などの８
項目については、原則として、現物支給方式または実費
精算で取得し、また合理的な範囲内で免税が認められ
ていました。
改正法では、居住者の総合所得に関する課税所得を
計算する際、①子女教育費、②継続教育費、③重大疾
病医療費、④住宅ローンの利子費用もしくは、⑤住宅
家賃、
⑥高齢者扶養費用という、
合計 6 項目からなる
「専
門付加控除項目」を適用することができるようになりま
した。
一方、駐在員のような居住者に対しては経過措置が
設けられました。すなわち、19 年 1 月 1 日から 21 年
12 月 31 日の期間において、
既存の
「免税手当 8 項目」か、
新設の「専門付加控除 6 項目」のいずれかを選択の上、
適用を受けることができるとされます。ただし、22 年 1
月 1 日以降、駐在員は住宅手当、言語訓練費、子女教
育費などの免税手当の優遇措置を享受できなくなり、一
般の居住者と同様に、改正法の規定に従い、専門付加
控除を適用するものとされています。

中国律師

鄭林根

する場合、源泉徴収義務者が月次また都度税金の源泉
徴収と予納を行い、年度終了後に追加納税または税金
還付が必要になる場合、規定に照らして確定申告を行
います。確定申告は、所得を取得した翌年の 3 月 1 日
から 6 月 30 日までの間に行うことになります。
まず、駐在員に関しては、個人所得税を申告時、当
年度中国国内滞在日数を予測して、これに基づいて仮
申告・納付の方法を決定します。実際滞在日数が予測
日数と異なる場合、年度確定申告、調整申告を通じて、
修正申告を行います。修正申告を行う場合、延滞金は
課されません。
また、駐在員が中国国内に着任し、賃金給与を取得
する場合で、中国国内の勤務先が支払うべき賃金の一
部または全部を海外の関連会社に支給してもらう場合、
駐在員は自己申告も選択できますが、中国国内の勤務
先に申告を委託することを選択できます。ただし、申告
を勤務先で実施する場合には、海外の関連会社が駐在
員に支払っている所得も合算して申告する必要がありま
す。合弁会社などで合弁先に海外の関連会社での支払
金額を開示したくない場合、一部の地域では従来と同
様に勤務先が支払った所得のみでよい取り扱いとなって
いましたが、合算して申告するように言われる地域もあ
り、地方政府によって対応が異なりますので、注意が必
要です。
このほか、駐在員が中国国内の勤務先に申告を委託
しない場合、中国国内の勤務先は関連所得の支給終了
後 15 日以内に、所轄税務当局に、当該駐在員に関わ
る業務アレンジメント、海外支給状況および駐在員の連
絡先などの情報を報告することとされています。
＊本記事の意見に関する部分は筆者の私見であり、所属する
組織の公式見解ではない。
注 1：「満 1 年居住している」とは、1 納税年度の中で 365 日

５．
地方の徴収管理取り扱いに留意

中国国内に居住の意味であり、一時的な出国（すなわち一納税
年度に 1 回で 30 日を超えない、または累計で 90 日を超えな
い出国）は日数控除されません。

旧個人所得税法では、典型的な分離課税が採用され
てきていました。改正法では、総合所得にまとめられ
た賃金給与所得に対しては、居住者が取得した総合所
得で年次税金計算がされます。また居住者が取得した
総合所得は、源泉徴収と確定申告を組み合わせる徴収
方法が採用されます。すなわち、源泉徴収義務者を有

注 2：住所のない個人を当初居住者と判定し、滞在日数が短縮
されて居住者の条件に達しない場合、居住者の条件に達しな
い日から年度終了の 15 日以内に、税務機関に報告し、非居住
者として納付税額をあらためて計算して申告し、税額を追納す
るものとします。この場合、滞納金は徴収されません。税額の
還付を申請する必要がある場合、
規定に基づいて処理されます。
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中国ビジネス Q&A

中国個人所得税法の改正と駐在員の納税
中国では 2018 年に個人所得税法および実施条例が改正され、その後関連通達も公表され、駐在
員のような中国に住所のない個人に関しても、居住者の定義、居住時間の判定基準、納税実務に
おいて、変化点が多いと聞きました。その変化および留意点をご教示ください。
ご存知の通り、中国では 18 年 8 月 31 日に全国人民代表大会で個人所得税法の改正が可決され、
同年 12 月 18 日に国務院より個人所得税法実施条例が公表されました。また同年 12 月 27 日に
財政部・国家税務総局が「個人所得税改革後の優遇政策の経過措置に関する通知」
（財税［2018］
164 号）
を公表し、
ともに 19 年 1 月 1 日から施行されました。さらに 19 年 3 月 16 日に財政部・国家税務総局が「中
国に住所がない個人の居住時間判定基準に関する公告」（公告 2019 年第 34 号）
、同年 3 月 17 日に
財政部・国家税務総局が「非居住者個人と住所のない居住者個人に関する個人所得税政策の公告」（公
告 2019 年第 35 号）を公表し、同年 1 月 1 日に遡って施行されました。
上記の一連の法改正および関連通達の公表（以下、「改正法」
）により、個人所得税法における住所
のない個人と非居住者個人に関連する税務の取り扱いが明確にされ、中国の駐在員などにも少なからず
影響を与えることになりました。

１．居住者の定義が明確に

２．居住時間の判断基準が変更

これまで「居住者」の概念が明確にされておらず、理
論上、中国国内に住所があるか、または住所はないが
中国で満 1 年 居住している個人は居住者扱いされてい
ました。
個人所得税法により、中国国内に住所がある個人と
は、
「戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内に経常
的に居住する個人」を指します。すなわち、中国にあ
る子会社に出向し、または中国にある支店などに転勤
する駐在員は、通常、一定の勤務期間が終了してから、
帰任することになり、不動産などを所有しても中国国内
に経常的に居住しない個人と判断しますので、旧法で
は、駐在員が中国に住所がないが満 1 年居住している
居住者個人になります。
改正法では、
「居住者」の概念が明確にされ、
「中国
国内において住所がある、または住所がないが 1 納税
年度内（暦年）において中国国内に累計 183 日以上居
住する個人」と定義されました。すなわち、駐在員の
ような住所のない個人に対して満 1 年注 1 居住ではなく
「183 日」を基準として、税務上の居住者になるかを判
断することとなりました。駐在員が 1 年を通して中国で
勤務する場合はもちろん「居住者」になりますが、１年
の予定で、
「183 日」未満での帰任、または赴任の場合
は「非居住者」として判断されます注 2。

改正法では、住所のない個人の居住時間の判断基準
にも変更があります。旧法では、出入国当日は 1 日とし
て中国国内の居住日数に計算されていましたが、改正
法では、住所のない個人の 1 納税年度における中国国
内の居住日数は、中国国内の累計滞在日数で計算され、
例えば中国国内の滞在当日が 24 時間未満の場合、出入
国当日は中国国内の居住日数に計算されないことになり
ます。
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３．国外源泉所得の免税は「6 年ルール」に
これまで、居住者については中国の国内源泉所得と
国外源泉所得を合わせた課税を原則としながらも、中
国に 1 年以上 5 年以下の居住者に対しては、国外源泉
所得は免税とされていました。いわゆる「5 年ルール」
が存在しています。
改正法では、
「国外源泉所得が免税」という「5 年ル
ール」の取り扱いは引き継がれたまま、
「1 年」の居住
期間が「183 日以上」に変更され、また「5 年以下」の
居住期間は「6 年以下」の居住期間と変更されるように
なりました。すなわち、従来の「5 年ルール」から「6
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■ 9/6 国家発展改革委員会価格司が来会

日本の汚水処理設備の最新事情と処理の費用・価格設定基準
などを学ぶため、辛培彦・国家発展改革委員会価格司副処長ら
が来日し、当協会にて交流を行った。
価格司とは、政府が管理する公共料金や特定の産業製品価格
について、市場の変動などを予測しながら価格・料金を設定した
り関連法規などを定める部門である。汚水処理場などが急拡大す
る中国において、今後の技術動向や費用の設定、徴収方法などに
ついて考察するために、業界大手の関係者とともに日本を訪れた。
一行は当会幹部と環境技術に関わる日中の交流の現状について
意見を交わした後、クボタによる膜分離装置（MBR）などの技術
紹介に熱心に耳を傾けた。
4/24

■ 9/9 〜 14 2019 年 日中経済協会合同訪中代表団を派遣

当協会は、2019 年度（第 45 回）日中経済合同訪中代表団を、
9 日から 6 日間の日程で、北京市および内モンゴル自治区に派遣
し、李克強・国務院総理との会見や経済政策に関わる中国各政
府部門の責任者との交流（全体会議）などを行った。
団長は宗岡正二・当協会会長、最高顧問は三村明夫・日本商
工会議所会頭、特別顧問は古賀信行・日本経済団体連合会審議
員会議長が務め、当協会の会員を中心とする 230 人が参加した。
北京では李克強・国務院総理と会見し、李総理からは、両国関
係が正常化したことに触れつつ、今後は経済分野の開放をさらに
推進し、日本とともに前進したいとの期待が示された。
また、中国の経済政策を担う商務部、工業信息化部、国家発
展改革委員会との交流では、鍾山・商務部部長、張峰・工業信息
化部総工程師、寧吉喆・国家発展改革委員会副主任がそれぞれ
の会議に出席し、日本側と活発な意見交換を行った。
北京日程の後は内モンゴル自治区を訪問し、布小林主席をはじ
めとする自治区政府幹部、地元を代表する企業との交流を行った。

■ 9/13 叢蘇峰・江蘇省貿促会副会長来会

日本企業との協力強化を目的に叢蘇峰（そう・そほう）・江蘇省
貿易促進委員会副会長一行が来日し、当協会を訪問した。叢副
会長からは、江蘇省は一帯一路、長江デルタ経済の側面からも重
要なエリアで、人工知能やヘルスケアなどの分野の成長が見込ま
れることや、日本と既に第三国市場においてスマートシティのため

の工業団地建設を進めていることなどが紹介された。

■ 9/17 郭斌・遼寧省商務庁処長来会

12 月 3 ～ 5 日にマイドームおおさかで開催される中国遼寧省
輸出商品展示会の協力依頼のため、郭斌・遼寧省商務庁処長一
行が当協会を訪問した。郭処長からは、同イベントの商談会では
陳緑平副省長が参加予定のほか、当日の商談会で成約した際の
特典などについての紹介があった。

■ 9/20 第２回自動運転に関する日中官民合同セミナーを開催

経済産業省・中国工業信息化部主催の「第 2 回自動運転に関す
る日中官民合同セミナー」が北京市大興区の北京経済技術開発区
にて開催され、当協会が実施団体を務めた。日本・経済産業省上
田洋二・審議官（製造産業局担当）と、中国・工業信息化部銭明華・
装備工業司副巡視員をはじめ、日中合わせて約 200 人が参加し、
午前は各種自動運転技術や実証実験、標準、ソフトウエア関係に
ついて日中双方からそれぞれ発表が行われた。午後は日本側参加
者を対象に、国家スマートカー・スマート交通（京冀）亦荘基地に
て L4 自動運転車両の試乗を行った。
本セミナーは世耕経済産業大臣（当時）と苗圩工業信息化部長
との合意を踏まえ、昨年 10 月に東京・台場にて行われた第 1 回
セミナーに続いて開催されたもので、今後も同分野での交流継続
が期待される。

■ 9/24 賛助会員セミナー

「中国のハイテク産業の現状と政策について」と題し、東京大
学大学院社会学研究所の丸川知雄教授にご講演いただいた。約
40 人が参加し、活発な意見交換が行われた。

■ 9/26 李鵬宇・大連金普通新区主任来会

26 日午後に東京で開催された大連金普新区の PR イベントを
含めた交流を目的に、李鵬宇・大連金普通新区主任一行が同日
午前に当協会を訪問した。李主任からは、同新区が中国で 10 番
目、中国東北地方では初となる国家級新区であり、現地に進出し
ている日系企業が生産規模を拡大するためのサポートや、日本の
京都をイメージしたリゾート地建設などに注力していることが紹介
された。

2019年 12月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

中国のヘルスケアと
ビジネス展望
日中経協ジャーナル
2019 年 11 月号（通巻第 310 号）令和元年 10 月 25 日発行
発行人 髙見澤学
発行所 一般財団法人 日中経済協会
JAPAN-CHINA ECONOMIC ASSOCIATION
東京 〒 102-0071 東京都千代田区富士見 1-1-8 千代田富士見ビル 2 階
TEL. 03 - 5226 - 7351 FAX. 03 - 5226 - 7221
大阪 〒 540-0029 大阪市中央区本町橋 2 - 8 大阪商工会議所ビル２階
TEL. 06 - 4792 - 1776 FAX. 06 - 4792 - 1778
URL: http://www.jc-web.or.jp
禁無断転載 Ⓒ JAPAN-CHINA ECONOMIC ASSOCIATION 2019
デザイン・印刷 ホクエツ印刷株式会社 TEL. 03 - 5245 - 8821
＊当財団会員の本誌購読料は会費に含まれております。
定価 本体 800 円＋税（送料共） ISBN978-4-88880-278-9 C2033

編集後記

中国で超大ヒット、社会現象となるほどに売れていた劉慈欣氏の『三体』を原書で
読んでいる。SF 界最高栄誉ヒューゴー賞受賞、オバマ前大統領の愛読書、ザッカー
バーグ推薦、クラークの系譜を汲んでいる・・・など称賛が絶えないが、私が読み
たい理由はそれらではない。文化大革命によって物理学者が惨殺されるところから
始まる物語には、フィクションだと重々承知していても、祖母から聞いた文化大革命
によって命を落とした教師だった祖父と本書の描写が重なり、一気に引き込まれた。
記憶の奥底に眠る情景が呼び起こされたが、そこに感じたのは畏怖ではなくノスタ
ルジーであった。この本が世に出て、そして出会えたことに感謝したい。
（伊藤）

＊購読のお申し込み先

政府刊行物東京サービスステーション
東京官書普及株式会社 通信販売課

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
TEL. 03 - 3292 - 3701 FAX. 03 - 3292 - 1670

下記ホームページからもお申込みになれます。
URL: http://www.tokyo-kansho.co.jp
Amazon Japan でもご購入できます。

JC ECONOMIC JOURNAL 2019.11

32

日中経済協会の出版案内

変化する中国経済を基本から理解するための図表を中心としたデータ集
000

22,

000

20,

000

18,

000

16,

000

14,

000

12,

000

10,

0

0
8,0

00

6,0

00

4,0
東北
8.4

西部
18.5

00

2,0

0 49
東部
53.7

79

69

59

99

89

00
11,0
00
10,0

08

8

200

00

9,0

0
,00

8

5

00

200

7,0

00

6,0

東北

00

8.3
西部

16

0

350,000

5,0

東部

200

00

4,0

36.8

00

3,0

27.9

300,000

14

5

199

00
対中ビジネス企画の必需品
2,0
0
0
,00
1
1992年発刊以来、対中ビジネスを担う日本企業の戦略スタッフの必携書という評価をいただいています。
199
27.0
0
19年版は三新経済を含む 179 のデータを更新。組織人事、主要法令は最新情報を反映しました。

中部
19.4

12

250,000

中部

10

200,000

8

A4判176ページ・本文2色刷・一般財団法人日中経済協会 2019年8月30日発行
150,000
定価 本体4,000円
（税別）／会員価格 本体3,000円
（税別）
ISBN978-4-88880-275-8

6

100,000

クス、日本・中国・米国の主要指標比較、農業、工業、商業、
中国の企業、エネルギー、運輸・通信、固定資産投資、労働・賃金、
50,000
物価、財政・金融、省エネルギー・環境保護、高齢化対応
Ⅶ地域経済 省・直轄市・自治区経済データ、主要都市経済データ、
0
78・
79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
東・中・西
東北地区経済指標比較、投資誘致地区の種類と概要、
各種開発区・税関特殊監督管理区域名称一覧、新型都市化
Ⅷ対外経済 貿易、投資、国際収支
Ⅸ日中経済 貿易、直接投資、日本の対中経済協力、日中長期貿
易取決め（LT）契約状況、邦銀の中国支店・現地法人、在留
邦人数
Ⅹ法制度 中国の法令類、中国の主要法令一覧
XI 巻末 日中政府間協定等、日中基本四文書等、中国関係大事記、
在日本中国経済関係機関連絡先など

〈主な内容〉
Ⅰ概況 政治・経済基本データ一覧、一級行政区概況、人口、
主要都市の月別平均気温と年間降水量、祝祭日とその他の記念日
Ⅱ政治体制 政治機構図、中央組織人事、国務院組織人事、共産
党の党大会及び中央委員会全体会議の開催状況、全国人民代表
大会の開催状況、国家指導者及び対外経済関係部門指導者の略
歴、地方人事、主要経済関連政府機関組織人事
Ⅲ2018 年の経済
Ⅳ2019 年の経済
Ⅴ第 13 次五カ年計画他 第 13 次五カ年計画の概要・主要指標・
主要重点項目、改革の全面深化の決定（概要）
、依法治国の全
面推進の決定（概要）
、中国製造 2025（概要）
Ⅵ国内経済 国内総生産と国内総支出、中国の経済成長とトピッ

4

2

0
05 06 07 08

日中経協ならではの

信頼のデータ集
青海

省

蘭州

石家

山
西
省

河北

成都

市
雲南

省

重

貴陽

昆明

省

省

湖南

南寧

杭州

南昌

浙江

上海

市

省

福建

広東

省

広州

海南

蘇

南京 省

福州

香港
特
別行 別行
政区 政区

門特
海口

江
合肥

武漢

江
西
省

瀋陽

市

長沙

省

広西
チワ
自治 ン族
区

省

天津

山東
省

州

湖北

貴州

省

ハル
ビン

済南

河南
慶

荘

省

西安

四川
省

省

遼寧

市

太原

陝
西
省

省

江省

吉林

長春

北京

川

甘粛

黒龍

内モ
ンゴ
ル自
治区

フホ
ホト

寧夏
回族
自治
銀
区

西寧

全国の書店にて
好評発売中！

省

台北

台湾

省

省

●ご購入は下記にお申し込みください。
東京官書普及株式会社
政府刊行物東京サービス・ステーション

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2 Tel.03-3292-2746 Fax.03-3292-1670
下記ホームページからお申し込みになれます。
URL http://www.tokyo-kansho.co.jp

●Amazon Japan、最寄りの書店でもご購入できます。

●海外からの注文、購入をご希望の方は下記にお申し込みください。
株式会社 OCS
海外生活サポートサービス
Tel.03-5534-7965
下記ホームページからお申し込みになれます。
URL https://www.ocs.co.jp

※賛助会員は会員価格でお求めになれますので日中経済協会総務部までご連絡ください。Tel.03-5226-7351 Fax.03-5226-7221

一般財団法人 日中経済協会

令和元年
月 日発行／毎月１回 日発行／ 月号

10

２５

２５

11

1

定価 本体 800 円＋税

ISBN978-4-88880-278-9
C-2033 ¥800E

